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２０２２年度 福岡県国体選手選考会 実施要項  

  

１．主 催  

  

福岡県アーチェリー協会   

２．主 管  北九州市アーチェリー協会  

  

３．日 時（予定）  

①成年１次選考会 

2022年 6月 26日(日)  成年男子・成年女子 

受付  08:30～ 08:50  

開会式  08:50～ 09:00  

自由練習  09:00～ 09:20  

競技(予定)  (前半 72射)09:20～ 12:50 (後半 72射)13:30～16:00  

成績発表  16:20～16:30  

  

②最終選考会  

2022年 7月 10日(日)  成年男子・成年女子 ・少年男子・少年女子 

受付  08:30～ 08:50  

開会式  08:50～ 09:00  

自由練習  09:00～ 09:20  

競技(予定)  (前半 72射)09:20～ 12:50 (後半 72射)13:30～16:00  

成績発表  16:20～16:30  

 

※少年男子・少年女子（中学３年生・高校生）については、２０２２年４月～６月中の全ア連

公認大会の記録により最終選考会出場選手を選考する。（少年男子・少年女子それぞれ９名） 

※感染症の状況により、会場の閉鎖された場合や感染拡大の危険性が高いと判断される場合、競

技日程や選考方法を変更する場合があります。 

   

４．場 所  城山緑地アーチェリー場  

〒806-0006 北九州市八幡西区屋敷２丁目４  

TEL 093-642-9575（城山体育館 八幡西区屋敷２丁目１４）  

  

５．競 技  アウトドアアーチェリーラウンド リカーブ部門   

    ７０ｍラウンド(72射) ２回（144射）全日本アーチェリー連盟公認  
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６．参加資格 参加者は下の①・②の基準の両方を満たしていること。  

所属する学校や会社等において国民体育大会・ブロック大会・強化練習会への参加の許

可を得ておくこと。  

  スポーツ安全保険等の傷害保険に加入していること。  

① 第７７回国民体育大会実施要項総則  
https://www.tochigikokutai2022.jp/2019/wp-content/uploads/2022/04/b470b33154c87d379ffb09d266e7b40f.pdf 

 に掲載されている「２ 総則」の「５参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

詳しくは（公財）日本スポーツ協会ホームページの「選手・監督の参加資格」  
https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid191.html 

② 三重とこわか国体実施要項  
https://www.tochigikokutai2022.jp/2019/wp-content/uploads/2022/03/c4756cfc2e42215fee2e9a8b59f991d5.pdf 

に掲載されている「〔31〕アーチェリー競技」の実施要項の「７ 参加資格、所属都道府県

及び選手の年齢基準」  

上の基準の概略(成年の選手について)  

ア．日本国籍を有していること。日本国籍を有していない場合も上記①に記載されている要

件を満たしている場合は出場可。  

イ．第 75回大会(令和２年度)、第 76回大会(令和３年度)においてブロック大会や予選も含

めて福岡県以外の都道府県から出場していないこと。(進学・結婚又は離婚で他の都道府県

から福岡県に転居してきた者を除く) ウ．次のいずれかが福岡県であること  

(ｱ)居住地を示す現住所 (ｲ)勤務地 (ｳ)ふるさと(福岡県でふるさと登録をしている者)  

エ．２０２２年度の全日本アーチェリー連盟の会員登録を完了し、「Ａ・Ｊ・Ａ・Ｆターゲ

ットスターバッジ」を取得していること。  

  

７．出場枠 ①成年１次選考会  

成年男子・成年女子・・・・・・・・・・合わせて最大４８名まで  

申込多数の場合、２０２１年６月～２０２２年５月までの７０ｍラウンドの公認大

会の記録 1回分(72射の合計)により選抜を行う。  

※「2019 年度以降の国体選手の選考方法について」において、成年は「前年度６月～当該年度５月

までの全ア連公認大会において、成年男子５００点以上、成年女子４５０点以上の記録を持つ者。」、

少年は「対象：前年度６月～当該年度５月までの全ア連公認大会において、少年男女ともに ５５０点

以上の記録を持つ者。」としているが、昨年度に引き続き感染症の影響を考慮し、会場の許容人数ま

では受け付けることとする。よって、期間内の記録を持たない選手であっても申し込みは受け付ける

（ただし、記録を持つ選手を優先します）。  

※補助用具が必要な選手がいる場合、最大数より少ない人数で選抜する場合があります。  

選抜結果の発表は２０２２年６月１９日(日)にホームページにて行う。  

「福岡県アーチェリー協会強化部[仮設サイト]」 

http://fkuarchery10.html.xdomain.jp/   

 

 

https://www.tochigikokutai2022.jp/2019/wp-content/uploads/2022/04/b470b33154c87d379ffb09d266e7b40f.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid191.html
https://www.tochigikokutai2022.jp/2019/wp-content/uploads/2022/03/c4756cfc2e42215fee2e9a8b59f991d5.pdf
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    ②最終選考会 

成年男子・・・・・①成年１次選考会を通過した者 ６名 及び 強化指定選手 

成年女子・・・・・①成年１次選考会を通過した者 ６名 及び 強化指定選手 

少年男子・・・・・記録選考を通過した９名 

少年女子・・・・・記録選考を通過した９名 

 

８．選考人数 成年男子 ３名、成年女子 ３名、少年男子 ３名、少年女子 ３名 

   

９ 参加料 ①成年１次選考会 1,000円（当日徴収します） 

  ②最終選考会  1,000円（当日徴収します） 

 

１０．参加申込 ①成年１次選考会 

  参加申込書を作成の上、期日までに下記宛に送付すること(メール・ＦＡＸ可) 

  申込締切：２０２２年６月１７日（金） 

 

  ②最終選考会 

   (1)成年男子・成年女子・・①成年 1次選考会通過者は、手続きは必要ありません。 

 ※成年の強化指定選手で最終選考会から出場する選手は参加申込書を作成の上、期日

までに下記宛に送付すること(メール・ＦＡＸ可)。 

 申込締切：２０２２年７月２日(土) 

(2)少年男子・少年女子・・参加申込書を作成の上、期日までに下記宛に送付するこ

と(メール・ＦＡＸ可) ※参加同意書についても当日提出してください 

申込締切：２０２２年７月２日(土) 

 

１１．申込先・問い合わせ先  

   〒８０２－０８０１ 北九州市小倉南区富士見１－９－１福岡県立小倉南高等学校内 

福岡県アーチェリー協会 強化部 山根 真樹  

    ＴＥＬ ０９３－９２１－２２９３ ＦＡＸ ０９３－９４１－３４３５  

    Mail  yamane-m□fku.ed.jp (「□」は「@」に置き換えてください。スパム防止の為)  

    ※「６．参加資格」をよく確認した上で、各個人の責任で参加申込をお願いします。  

  

１２．備考  

・強化指定選手（成年）は「①成年１次選考会」に出場しなくても、国体最終選考会に出場する

権利を有する。 強化指定選手が「①成年１次選考会」に出場することは特に制限しないものと

する。  

・ふるさと選手は「ふるさと登録届」を提出してください（当日持参で構いません）  
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１３．今後の日程   

      ８月 １７日(水)～ １８日(木)  国体強化練習会（城山緑地）  

      ８月 ２０日(土)～ ２１日(日)  九州ブロック国体(熊本県菊陽杉並木公園)  

      １０月  ５日(水)～  ６日(木)  国体強化練習会（城山緑地）  

１０月  ８日(金)～ １０日(日)  国民体育大会(栃木県那須烏山市緑地運動公園多目的競技場)  

※強化練習会の日程や場所は変更になることがあります。  

また、参加費や交通費を徴収します。  

    

１４．新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する注意事項  

① 選手・指導者・応援で来場した方・役員など会場に入る方はすべて感染予防の為、マスクを

着用してください。選手は行射中以外マスクを着用するようにしてください。指導者・応援

で来場した方は常にマスクの着用をお願いします。ただし、熱中症防止の観点から、息苦し

さを感じた時はマスクを外して休憩するなど無理をしないようにしてください。  

② 以下の事項に該当する場合は自主的に参加を見合わせて下さい（この場合参加費の徴収は求

めません）。  

(ア) 大会当日に体調不良を感じた場合。  

(イ) 同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合  

(ウ) 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。  

③ 選手・指導者・応援で来場した方・役員など会場に入る方はすべて当日の朝検温を実施して

ください。当日会場でも検温させていただきます。  

④ 選手・指導者・応援で来場した方・役員など会場に入る方はすべて「申告書」に記入をお願

いします。申告書に一つでも「有」にチェックがある、または、体温が 37.5℃以上ある選

手は大会には参加できません。そして、会場に留まることもできません。指導者・応援で来

場された方も同様に会場に留まることができません。  

⑤ 競技終了後１４日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に報告してく

ださい。  

⑥ 未成年の選手は親権者の参加承諾書を記入の上、当日提出してください。  

⑦ 会場内では人と人の間はできるだけ距離をとり、対面を避け、会話は控えめにしてください。

また、大声を出さないようにしてください。  

⑧ アルコール消毒液でこまめに手指を消毒してください。  

⑨ 矢取りは原則自分の矢だけを抜くようにしてください。やむを得ず他の選手の矢に振れた場

合は、手指を消毒してください。  

⑩ 飲料は自分専用のものを飲み、回し飲みはしないようにしてください。  

⑪ タオルの共用はしないでください。  

⑫ 上記感染症対策は、（公財）日本スポーツ協会作成の令和 2 年 5 月 14 日付「スポーツイベ

ントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」、「全日本アーチェリー連盟主催のイベント

開催における感染防止策について version２」を参考にしています。  
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福岡県立小倉南高等学校 山根 宛   

２０２２年度 福岡県国体選手選考会 参加申込書  

種別  

(該当するものに☑)  
□成年男子・□成年女子・□少年男子・□少年女子 

氏 名  

ふりがな      

漢字  
    

所 属 

学校名 

会社名 
 

住所 
〒 

 

所属長名 

（上司・校長） 
職名： 氏名： 

生年月日  西暦        年     月    日  

連絡先  

〒 

   

TEL：           携帯：  

Mail:  

ターゲットスターバッジ  

※アウトドアリカーブ  

（該当するものに☑）  

70ｍﾗｳﾝﾄﾞ:□ﾎﾜｲﾄ  □ﾌﾞﾗｯｸ □ﾌﾞﾙｰ  □ﾚｯﾄﾞ □ｺﾞｰﾙﾄﾞ □ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

1440 ﾗｳﾝﾄﾞ:□ﾌﾞﾛﾝｽﾞ □ｼﾙﾊﾞｰ □ｺﾞｰﾙﾄﾞ □ﾚｯﾄﾞ □ﾎﾜｲﾄ  □ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

共通：□ｸﾞﾘｰﾝ  

スターバッジの番号     全ア連会員番号  

昨年度出場の都道府県名  

（県予選やブロック大会含む）  
□１．福岡県 □２．不出場 □３．他の都道府県  

３の場合の適用  

□卒業 □結婚離婚   

一昨年度出場の都道府県名   

（県予選やブロック大会含む）  
□１．福岡県 □２．不出場 □３．他の都道府県  

所属区分該当するものに☑  

□ ア．居住地を表す現住所（市町村名：         ）  

□ イ．勤務地（勤務先の市町村名：           ）  

□ ウ．ふるさと （利用回数 回目）※2 回まで  

(出身高校名：          所在地の市町村名：     )  

申請点 

大会名： 

期 日：         年   月  日 

場 所： 

主 催：  

記録  

 

点  

※申請点について、福岡県外の公認大会の記録については、確認のため、下記の物も添付して提出して下さい。   

  ・インターネット上に確定記録が出ている場合は、そのホームページのＵＲＬ(下に記入)  

  （                                                                       ）  

  ・上記以外場合は、成績表のコピー、もしくは得点が記載された賞状のコピー  

【ＦＡＸ送信先 ０９３－９４１－３４３５(小倉南高校)】  
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※少年男子・少年女子で最終選考会に出場する選手は当日提出してください。 

 

２０２２年度福岡県国体最終選考会 

 

 

 

 

参加同意書 

 

 

 

標記大会に感染症対策を遵守し参加することに同意します。 

 

 

 

 

 

 

  ２０２２年  月   日 

            選 手 名  

      保護者氏名（自署）            

 

 

 


