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FISU ワールドユニバーシティゲームズ（2021／成都）の延期について
標記大会を主管する FISU（International University Sports Federation：国際大学スポ
ーツ連盟）より、2021 年 4 月 2 日付で、新型コロナウイルスの感染状況を勘案し、2022
年以降に大会を延期すると発表がありました。
今後の開催時期等の発表は 2021 年 5 月の FISU 理事会以降になる見込みです。新しい
情報が入り次第、順次ご連絡いたしますので、引き続きご理解ご協力を賜りたく、何卒よ
ろしくお願いいたします。
以上
参考：FISU 発行「 大会延期に係る正式連絡について」

【参考和訳】
・新型コロナウイルスのパンデミックは 2021 年初旬になっても継続的に起こっており、
人々は安全と健康を維持するために様々な努力を強いられてきました。
・ご存知の通り、2020 年から FISU 主催大会もこの新型コロナウイルスの影響を上、
キャンセルや延期が多く発生していました。
・成都ユニバにおいても、FISU と組織委員会は、慎重な決定を下すために、常に状況
を確認し、評価・検証を行ってきました。
・特に組織委員会は中国の国家当局によって課された入国条件・制限を含む新型コロナ
ウイルスのガイドラインを作成し、FISU に提示しました。
・その提案は参加 NUSF にも提示され、中国の要件と NUSF の準備状況等を注意深く
分析した後、
FISU と組織委員会は、中国のユニバーシアード委員会とともに、
当初の予定であった 2021 年 8 月 18 日~29 日の期間では開催できないことで同意す
る決断となりました。

・大会は 2022 年以降に実施することになるが、具体的な時期発表は 5 月の FISU 理事
会で承認を得た後になります。
・このような決断となったことは FISU としても大変心苦しかったものの、各 NUSF
の健康と安全を守る上では正しい決断であると信じております。
・FISU は引き続き各 NUSF の協力と支援を頂きたく、より良い関係を構築し、
次回のワールドユニバーシティゲームズ開催に向けて協力体制を築ければと考えて
おります。引き続きどうぞよろしくお願いします。
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Dear Friends,
The beginning of 2021 has shown that the worldwide context is still uncertain and that we
must keep adjusting ourselves. Unfortunately, the COVID-19 pandemic is still present and
our efforts to stay safe must continue. As you saw last year, the sanitary crisis had
consequences on FISU events, leading to their cancellations or postponement. We did our
best to adapt and explore online technologies in order to successfully organise the events
that we could save.
As far as our next event is concerned – the Chengdu 2021 FISU World University Games
– FISU and the Organising Committee have constantly followed and assessed the situation
in order to make the most cautious decision regarding its organisation. Following several
meetings, the Organising Committee prepared and presented to FISU a COVID-19 policy
with conditions of entry and restrictions imposed by the Chinese national authorities. The
proposals were presented to the participating delegations in order to have their feedback.
After careful analysis of the Chinese requirements and the NUSFs’ feedback, FISU and its
Executive Committee, together with the Organising Committee and the Federation of
University Sport of China, have agreed that the FISU World University Games cannot be
organised from 18 to 29 August 2021 and will be postponed to 2022. The final dates will
be approved at the next FISU Executive Committee meeting in May.

We regret not being able to organise the FISU Games as foreseen but are sure that this is
the right decision in order to ensure the high-level standard of the event and the safety of
all participants.
We thank you for your continued support and look forward to going to Chengdu in 2022
to celebrate the next FISU Summer Games.
Sincerely,

Eric Saintrond
FISU Secretary General/CEO

Copy: FISU Executive Committee
FISU Summer Games Department

