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 主催 
関東学生アーチェリー連盟 

 共催 
渋谷アーチェリー 

 主管 
  関東学生アーチェリー連盟 

 大会概要 
日時：２０１６年１１月１９日（個人戦）２０日（団体戦） 
会場：はらっパーク宮代 

 競技種目 
ＲＣ部門：オリンピックラウンド（予選：７０Ｍラウンド） 
ＣＰ部門：オリンピックラウンド（予選：５０Ｍラウンド） 
※個人戦…全日本アーチェリー連盟公認 

団体戦…全日本アーチェリー連盟非公認 
 

 競技規則 
「全日本アーチェリー連盟競技規則２０１４～２０１５年」に基づく（一部運営上の例外有） 
 

 参加資格・定員 

18歳以上の全日本アーチェリー連盟会員（高校生以下除く） 

①  団体戦 50 チーム（150 名）  ② 個人戦 （各部門合計 200 名） 
定員になり次第締め切らせていただくことがあります。 

 

 参加費 

①  団体戦 2,000 円/１人  ② 個人戦 3,000 円 
① ②両日参加の場合 4,500 円 

 

 申込先 

  申込専用ファイルを関東学生アーチェリー連盟 HP よりダウンロードしていただき 
必要事項を記載の上 
mk.archery.ksaf@gmail.com 
にメールにてエントリーとさせていただきます。 
※件名に「高柳杯エントリー」と入れてください。 
また個人参加を除き、加盟団体毎の申し込みのご協力をお願いしております。 
※団体戦エントリーに関しては代表者がまとめてください。 
※関東学生アーチェリー連盟所属の選手につきましては、エントリーした時点で 

以後キャンセルすると、キャンセル料が発生致します。ご注意ください。 
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 申込期限 

11/13（日）23:59 までに申し込みファイルを送付してください。 
 その他 

・団体戦／個人戦両日参加の必要はございません 
・関東学生アーチェリー連盟所属の方は参加費を代会（総会）にて学校ごと 
に請求いたします。 
上記以外の方は当日納入をお願いいたします。 

その他ご不明点などがございましたら 
当日はブース出店、また抽選会も行う予定です。 

 
渋谷アーチェリー 担当：土屋 
tsuchiya@shibuya-archery.com 
03-5324-8851 
 
関東学生アーチェリー連盟 担当：中村 
ksaf58.top@gmail.com 
080-6729-8799 
までご連絡ください。 

 

 タイムスケジュール 

１１月１９日【個人戦】 
     

        ８：００  選手集合 
個人戦予選ラウンド 

８：１５  選手チェック・弓具検査 
        ８：４５  ７０M ラウンド・５０Ｍラウンド開始 
       １１：１５  ７０M ラウンド・５０Ｍラウンド終了 
     

       １２：００ 男子１回戦 
個人戦決勝トーナメント 

       １２：３０ 男子２回戦・女子１回戦 
      １３：００ 男子３回戦・女子２回戦 

       １３：３０ 男子・女子準決勝戦 
       １４：１５ 男子・女子３位決定戦 
       １４：４５ コンパウンド決勝 
       １５：１５ 女子決勝戦 
       １５：４５ 男子決勝戦 

 
 
 

mailto:ksaf58.top@gmail.com�
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１１月２０日【団体戦】 
    

    （予選 A グループ） 
団体戦予選ラウンド 

８：００  選手集合 
８：１５  選手チェック・弓具検査 
８：４５  競技開始 

 ９：３０  競技終了 
   （予選 B グループ） 

 ９：３０  選手集合 
 ９：４５  選手チェック・弓具検査 
１０：１５  競技開始 
１１：００ 競技終了 

    

      １１：４５ 練習 
団体戦決勝ラウンド 

      １２：００ １回戦 
      １２：３０ ２回戦 
      １３：００ 準々決勝戦 
      １３：３０ 準決勝戦 
      １４：１５ ３位決定戦 
      １５：４５ 決勝戦 
      １５：１５ 競技終了 
      １５：３０ 射場解体 

 注）大会参加人数や当日の進行状況により多少の変更が生じる可能性があります。 
 
 競技詳細 
【エントリー及び決勝進出条件】 

   個人戦：男女計２２０名（ＣＰ含む） 
個人戦決勝トーナメントには個人戦予選の男子上位３２名、女子１６名が出場できる。 

   団体戦：８０チーム（ＣＰ含む） 
ＣＰ部門の決勝ラウンドは決勝戦のみ行う。 

団体戦決勝トーナメントには団体戦予選の上位３２チームが出場できる。 
 

 【個人戦について】 
 

 新人ラウンド（ショートハーフラウンド） 
RC部門 

・男女ともに 50ｍ30ｍの射距離で、80ｃｍの標的面を使用する。 
・各競技者は、１エンド４分で、６射ずつ１２エンド（合計７２射）行射する。 
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 予選ラウンド（７０M ラウンド） 
・男女ともに７０ｍの射距離で、１２２ｃｍの標的面を使用する。 
・各競技者は、１エンド４分で、６射ずつ１２エンド（合計７２射）行射する。 
 

 決勝ラウンド(シュートオフトーナメント) 
・男女ともに７０ｍの射距離で、１２２ｃｍの標的を使用する。 
※同時射ちの場合は１射４０秒、交互射ちの場合は１射２０秒のシュートオフを１回行う。同点だ

った場合は射ち直しとする。 
 

 予選ラウンド（５０Ｍラウンド） 
ＣＰ部門 

・５０ｍの射距離で、８０ｃｍ６リング標的を使用する。 
・各競技者は、1 エンド 4 分で、６射ずつ１２エンド（合計７２射）行射する。 

 決勝ラウンド 
・５０ｍの射距離で、８０ｃｍ６リング標的を使用する。 
・３射５エンドの得点により競う。（セットシステムは用いない

・１射２０秒の交互射ちで行い、予選ラウンド上位者が先攻・後攻を選択する。２エンド 
） 

目以降は累計点が少ないほうが先攻となる。累計点が同点の場合は、１セット目の先攻 
者が先攻となる。 

  ・５エンド後、同点の場合１射２０秒のシュートオフを１回行う。同点だった場合は射ち直しとす

る。 
 

 【団体戦について】 

① 同一チーム内で、一度に１名の競技者のみがシューティングラインに立つことができる。他の２

名の競技者は、その１名の競技者が１ｍラインの後方に後退するまでの間、１ｍラインの後方で

待機すること

② 競技者はどのような順番で行射してもよい。 
。 

③ 競技者はシューティングラインに立つまで、矢をクィーバーから取り出してはならない。 
④ ①や③の行為を行っているチームに対して、ラインジャッジはイエローカードをもって注意を促

す。その際当該チームは、イエローカードが挙がっている理由をラインジャッジに尋ねることが

でき、一度１m ライン後方に下がって再び射線に入ることで、イエローカードは解除される。 
⑤ イエローカードが挙がっている状態でそのチームが行射をした場合、後方審判がレッドカードを

挙げそのチームの得点の最高点を削除する。 
 

・フリープラクティスは３人のうち１名がＳＬに入り行射（縦射ち）しても、３人で同時行射（横

射ち）してもよい。また、２分本数無制限で行う。 

団体戦予選ラウンド 

・各チーム２分の制限時間内で６射（１チーム３名で各競技者２射ずつ）を、６エンド行う。（合計

で１チーム３６射の360 点満点

・予選ラウンドは１立ちで行い、１つのチームが１つの標的を使用する。（参加チーム数により、変

） 
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更の場合も有） 
 
 
 
 団体戦決勝ラウンド

・予選の得点によりトーナメント表に割り付けます。 
 （セットシステム） 

・７０ｍの射距離で、１２２ｃｍ的を使用する。（アカデミック的は使用しない。） 
・ＣＰは８０ｃｍ的を使用する（ハンデのため）。 
 
・各チーム２分の制限時間内で６射（１チーム３名で各競技者２射ずつ）を最大４エンド、５ポイ

ント先取のセットシステムを同時射ちで行う。 
４エンド後に同点の場合は、１分３射（１チーム３名で各競技者１射ずつ）を同時射ち

 

で行い、

勝ったチームに１ポイントが入る。同点だった場合は射ち直しとする。 

・決勝戦・３位決定戦は、各チーム２分の制限時間内で一人１射、合計３射を交互に２回ずつ、４

エンド５ポイント先取のセットシステムで行う。 
 ４エンド後に同点の場合は、１分３射（１チーム３名で各競技者１射ずつ）を交互射ち

 

で行い、

勝ったチームに１ポイントが入る。同点だった場合は射ち直しとする。 

・全ての対戦は、トーナメント表に記載されている標的番号の的を射つ。 
・跳ね返り矢、ぶら下がり矢、貫通矢によって競技を中断する事はない。 
・用具に破損があっても、制限時間は延長されない。ただし、制限時間の範囲内で、シューティン

グラインを離れて修理または交換を行い、戻って残りの矢を行射することができる。また、その

間に、そのチームの他の競技者が行射することができる。 
 

 注意事項 
・競技中の服装は、競技規則に従います。ただし、今大会団体戦は他大学の者とチームを組んだ場

合、ユニフォーム統一を図ることは困難なため、各大学のユニフォーム（※所属大学名が入って

いる事、ポロシャツ可）もしくは、統一されたユニフォームの着用

・

（所属大学名が入っていなく

ても可、ポロシャツ可）とします。同大学の者とチームを組んだ場合は、ユニフォームを統一し

てください。防寒着、雨具の利用やそのデザインは自由です。ただし、スウェットの着用は認め

ません。 

 

団体戦はゼッケンを作ってきてください。 

・ （例） 

 
 

 

チーム関東学連 
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  ・

・競技を円滑に進行するためには選手の皆様のご協力が必要です。ですので、矢取りの際などは走

っていただくように指示をすることがあります。守っていただけない場合は

ゼッケンはクイーバーにつけてください 

１度口頭注意をした

後、改善されない場合は警告をします

・各エンドの最後の矢を射った後にスコープを覗く行為は禁止されています。行射終了後は WL 後方ま

で速やかに戻ってください。 

。警告が３回で大会運営における遅延行為として退場処分

を命じることになりますのでご注意ください。 

・弓具破損が起きた場合の修理、交換時間は５分間です。（個人戦のみ） 
  ・その他、詳しい注意事項は別途、競技要項でご確認下さい。 
 
 
【アクセス】 
☆電車でお越しの場合 
・東武スカイツリーライン東武動物公園駅より 2.7ｋｍ    

徒歩約３５分  

・東武スカイツリーライン姫宮駅より 2.4ｋｍ  

徒歩約３０分 

☆お車、バイクでお越しの場合 

・東北自動車道久喜ＩＣから約 10ｋｍ 

蓮田スマートＩＣから約 6ｋｍ 

 

☆駐車場 

・120台 

 

 

 

 

 

 

 

宮代町はらっパーク宮代 
公式 HP より 
http://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/halappark/index.html 

 

http://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/halappark/index.html�

