
開催要項 
 

大 会 名 令和４年度 第４４回北九州市インドアアーチェリー大会 

【２０２２年度第１回北九州インドアオープン大会】（全ア連公認） 

【２０２２年度第２回北九州インドアオープン大会】（全ア連公認） 

 

主    催 北九州市アーチェリー協会 

共    催 北九州市、福岡県アーチェリー協会 

主   管     北九州市アーチェリー協会 

 

日    時 ２０２２年 １２月２５日（日） 

８：４５ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ開場  ９：００ 会場設営開始 

１回目 

           １０：１０ 受付開始 １０：２０ 開会式 １０：３０ 競技開始 

 競技会終了後、２回目開催準備 

２回目 

           １３：００ 受付開始 １３：２０ 開会式 １３：３０ 競技開始 

 競技会終了後撤収作業 １７：００ 解散 

※１回目、２回目ともに準備が整い次第、時間を調整する 

 

会    場 北九州市障がい者スポーツセンター アレアス 

競技種目 ＷAインドアラウンド １８m６０射 ９０秒３射 

リカーブ成年男女・少年男女         ４０ｃｍ縦三つ目標的面 

リカーブ中学男女・小学男女               ４０ｃｍ標的面 

リカーブ成年男女（北九州市協会員のみの登録者） ４０ｃｍ標的面 

コンパウンド 男女混合             ４０ｃｍ縦三つ目標的面 

ベアボウ   男女混合                  ４０ｃｍ標的面 

競技規則     全日本アーチェリー連盟競技規則２０２２～２０２３年版による 

種別及び         リカーブ部門 

表彰           成年男子  優勝    成年女子 優勝 

（予定）        少年男子  優勝～３位    少年女子   優勝～３位 

中学男子   優勝     中学女子   優勝 

小学男子   優勝     小学女子   優勝 

コンパウンド部門    男子   優勝   女子    優勝 

ベアボウ部門      男子   優勝   女子    優勝 

※各部門５名以上の場合は、３位まで表彰対象とする。 

※表彰は、各選手の１回目・２回目各６０射の最高点を基準に表彰します。 

※１回目、２回目別種目エントリーの選手に対しても各部門における表彰の 

  対象とする。（例：１回目リカーブ、２回目コンパウンドもしくはベアボウ） 

※表彰は北九州市協会員のみとし、北九州市協会以外福岡県内全ア連 

競技者登録者は表彰対象外とし、公認記録のみ認める。 

※表彰状及び副賞授与については、後日改めて行う場合がある。 



定員        １回目、２回目それぞれ４０名 

 

参加資格   北九州市アーチェリー協会競技者登録会員 

グリーンバッチ所持者。グリーンバッチ取得見込みの方 

  ２０２２年度スポーツ安全保険に加入している者。 

           ※定員内で北九州市協会以外福岡県内全ア連競技者登録者を受け入れる。 

           ※北九州市協会員は、１回目、２回目ダブルエントリー、１回目のみ、２回目 

のみのエントリーを受け付ける。 

           ※北九州市協会以外福岡県内全ア連競技者登録者については、１回目、 

            ２回目どちらか一方とし、主催者が決定する。 

 

参 加 費        北九州市協会員 

成年男女    １名につき ２試合￥２，０００  １試合のみ￥１，０００円 

  高校生以下  １名につき  ２試合￥１，０００  １試合のみ  ￥５００円 

           ※北九州市協会以外福岡県内全ア連競技者登録者 

             成年男女 ￥２，０００円   高校生以下 ￥１，０００円 

           ※参加費は当日徴収します。参加申込書提出後のキャンセルは、 

特段の理由がない限り、参加費を徴収します。 

 

申込先    北九州市アーチェリー協会事務局 新谷太志まで 

問い合せ    ＦＡＸ  ０９３－６８１－６６５８ 

          携帯  ０９０－９６００－１３２９ 

          Ｅメール futoshi-shintani@jcom.home.ne.jp 

                  ※ＦＡＸ，Ｅメール可 

          ※受信後２日以内で受信確認用返信メールもしくは携帯等で主催者より 

           受信確認を行います。返信無き場合、上記携帯までご連絡ください。 

 

申込締切    北九州市協会員 

注意事項    ２０２２年１２月１２日（月）必着 

          エントリー状況を１２月１４日（水）１５：００以降公表する。 

 

          北九州市協会以外福岡県内全ア連競技者登録者 

          １２月１６日（金）１８：００以降受付開始、定員に達するまで受け付ける。 

 

          全体最終締切は１２月１９日（月）２１：００までとする。 

          エントリー状況を１２月２１日（水）１５：００以降公表する。 

 

そ の 他    ・会場は、土足厳禁ですので室内シューズを御持参ください。 

・アレアスの開館時間は、午前８時４５分です。開館の５分前までに、 

ご集合ください。 

・お車での来場の際、会場へは出来るだけお乗りあわせでお越しください。 

・車は隣接する三郎丸小学校のサブグランドに駐車してください。 

 
お願い       ・出場選手は、当日の設営、撤去にご協力お願いいたします。      

 

 

mailto:futoshi-shintani@jcom.home.ne.jp


注意事項  ・１回目、２回目定員をそれぞれ北九州市協会員内でオーバーした場合の措置 

として､エントリー希望状況を考慮し、カテゴリー別で１回目・２回目の出場を 

制限、変更、調整を行う場合があります。 

（例：１回目 リカーブ少年男女、２回目 それ以外のカテゴリー等） 

        ・入場制限があるため、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。 

        ・無観客とし、小中高校生の保護者、競技役員を除く関係者の入場はお断り 

させていただきます。 

        ・北九州市協会強化事業として、福岡県内ゆかりの国体ふるさと学連選手、および 

         県外選手を受け入れる場合があります。皆様方のご理解ご協力のほど、よろしく 

         お願いいたします。 

        ・本競技会は、主催主管である北九州市アーチェリー協会会員優先競技会である 

旨、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
安全上の措置    

行射中の危険行為に対し、安全上の措置を厳格化しますのでご注意ください。 

① 極端に弓を持ち上げて引き起こすなど、矢を場外に飛び出させるような 

危険な引き方をしていると審判が判断した場合は、審判より選手直接及び 

監督コーチに対し指導を行います。 

② ２回以上の指導を受けたにもかかわらず、行射フォームに改善が見られ 

ないと判断される場合は、審判長の判断により、危険行為として選手に 

退場を指示することがあります。 

③ 上記を含む安全配慮措置に同意・遵守できない選手は、エントリーを 

認めない。 

 

選手の心構え 

 ①選手は礼節を尊び規律を遵守し、かつ、他の参加者との友好親善に努める。 

 ②アンチドーピングについて（全ア連 ドーピング防止規則）競技者は、ドーピング 

防止の方針及び規則に精通し、これを遵守すること。 

個人情報の取り扱いについて 

 ①使用目的は次のとおり。 

  ⅰ大会プログラム作成（大会プログラムは、大会関係者以外に一般マスメディア 

    に公開する。） 

  ⅱマスメディア、会場内での参加選手や観客及び加盟団体への成績表の配布並 

びに送付（ホームページ掲載を含む）。 

  ⅲ大会運営に必要な場内アナウンス、掲示板等への掲示。 

 ②上記以外に利用する場合は、本人に通知し承諾を得る。 

 
コロナ関係    ・新型コロナウイルス感染症拡大により競技会会場が利用できない場合 

があります。また、行政等より自粛要請等の指導がある場合があります 

ので、その際は、関係各所協議の上、中止もしくは延期のお知らせを 

行います。直前の通知となる場合がありますので、福岡県アーチェリー 

協会強化部ホームページ、フェイスブック等のご案内に注意していただ 

きますとともに、申し込まれた申込責任者からのご連絡等にもご注意 

ください。 

延期の場合は、再度開催要項をご案内いたします。さらに、今回参加 

申し込みされて、延期が決定した場合、今回の申込を白紙にし、再度、 

延期による開催要項に従い、エントリーを受け付けます。行政等からの 

指導や感染症防止対策を含め、参加希望者皆様方からのご理解・ご協力 

をよろしくお願いいたします。  

 



新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する注意事項 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の中での開催につき、行政等より自粛要請 

等の指導がある場合があります。その際中止もしくは延期をお知らせいたします。 

行政等からの指導や感染症防止対策を含め、参加希望者皆様方からのご理解・ 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．主催者が取り組む感染予防対策 

①  行政及び指定管理者、全日本アーチェリー連盟等の指示のもと競技会を行い、 

感染症防止対策に協力していただきます。 

②  大会関係者を含むすべての参加者、保護者の方に非接触型体温計で検温します。 

③  入場・退場の際、主催者が準備した消毒液等で手指消毒していただきます。 

④  手洗い・うがいを適宜行っていただくよう注意喚起します。 

⑤  行射終了後、ソーシャルディスタンスをとるよう注意喚起します。 

⑥  自分が行射した矢は自分で矢取りし、他人の矢を抜かないよう注意喚起します。 

⑦  他人の弓具に触れないよう注意喚起します。 

⑧  大会関係者は常時マスクの着用、身体的距離を置かせていただきます。 

 

２．主催者からのお願い 

①  朝の検温を必ず行い体調管理を徹底してください。 
②  競技会参加に際して、感染症に不安がある場合、ご無理せず、本人の意思確認 

の上、保護者の方のご判断で参加・不参加を決めていただきます。 

③  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いただき、申込先に、 
参加見合わせの旨のご連絡をお願いいたします。 
ア 体調がよくない場合。（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）  

  イ 同居家族や身近な知人に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、 

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。 
④  競技時間内で、急に体調不良等症状が出た場合は帰宅していただきます。 
   できるだけすぐに連絡の取れる、また、すぐに帰宅可能な体制を整えてください。 
⑤  矢を抜く際は、一人ずつ自分の矢だけを抜くようにしてください。 

⑥  ゴミ等は各自お持ち帰りください。 
⑦  行射以外ではできるだけマスクの着用、不着用時の周囲の人との距離を十分とる 

よう、また、熱中症対策も併せて各自ご注意ください。 

⑧ 行射以外では日頃からソーシャルディスタンスをとるようご指導願います。 

⑨  至近距離での発声や接触を抑えた行動を日常的にご指導願いします。 

⑩  競技会参加に際し、感染予防の内容をよくご確認の上、本人・保護者の同意の上で 
参加していただきます。大変恐縮ではございますが、競技会受付時に申告書に 
ご署名・提出していただきます。新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 
行政等からの濃厚接触者等の問い合わせに対応するためのものです。大会関係者 
役員、選手の皆様方のご協力をお願いいたします。 
 

以上 

 



フリガナ

氏名 RC CP BB RC CP BB RC CP BB

成年男女 ２試合
１試合
のみ

１試合
のみ

合計 円
高校生以下 ２試合

１試合
のみ

１試合
のみ

※エントリーに際し、安全上の措置に同意します。

団体名

記載責任者
連絡先

¥2,000 ¥1,000

¥1,000 ¥500

希望個所に○を記入

令和４年度　第４４回北九州市インドアアーチェリー大会

北九州市協会員締切
２０２２年１２月１２日（月）必着

１２月１６日（金）１８：００
以降受付開始

全体最終申込締切　２０２２年１２月１９日（月）２１：００必着

北九州市協会以外
会員記入欄

¥2,000

¥1,000

北九州市協会会員記入欄

１回目（午前） ２回目（午後）

8

7

6

5

4

3

2

1

ＦＡＸ　０９３－６８１－６６５８
メールアドレス：futoshi-shintani@jcom.home.ne.jp

２０２２年度北九州インドアオープン大会（１回目・２回目）公認競技会　参加申込書

Ｎｏ 所属
成・少
小・中

男・女


