
 

第２２回 

関西学生アーチェリー 

インドア選手権大会 

実施要項 

 

期 日: 【予選】 平成２９年１１月１８日（土） 

                             １１月１９日（日） 

  

【決勝】  平成２９年１２月 ２日（土） 

１２月 ３日（日） 

 

  会 場: 予選…近畿大学東大阪キャンパス記念会館 

             決勝…近畿大学東大阪キャンパス記念会館 

 

  主 催: 関西学生アーチェリー連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                関西学生アーチェリー連盟 

 

会 長 中川 隆弘 

委 員 長 前川  遼  

副 委 員 長 廣田 佳生 

総務委員長 保科 俊司 

 

  

 



・期  日:  （学校単位に分けて２日間、８部制を予定しています。） 

＜予選＞ 【１日目】平成２９年１１月１８日（土） 

        １部受付 １２：４０～  競技開始 １３：２５～ 

        ２部受付 １４：２０～  競技開始 １５：２０～ 

        ３部受付 １６：１５～  競技開始 １７：１５～ 

              【２日目】     １１月１９日（日）                    

        １部受付  ８：２０～  競技開始 ９：０５～ 

        ２部受付 １０：００～  競技開始 １１：００～ 

        ３部受付 １１：５５～  競技開始 １２：５５～ 

        ４部受付 １３：５０～  競技開始 １４：５０～ 

        ５部受付 １５：４５～  競技開始 １６：４５～ 

受付と同時に用具検査を行いますので、弓具を組み立てて受付に来てください。 

    それぞれ若干時間が前後する可能性があります。時間には余裕を持ってお越しください。 

 

＜決勝＞ 【１日目】平成２９年１２月２日（土） 

          受付  １２：００～ 

 

      【２日目】平成２９年１２月３日（日） 

           受付   ８：３０～ 

 

・会  場:  予選…近畿大学東大阪キャンパス記念会館 

         決勝…近畿大学東大阪キャンパス記念会館 

        

 ・競技種目:  全日本アーチェリー連盟インドア１８m ラウンド 

 

 ・部    門:   リカーブ部門、コンパウンド部門 

         ただし、コンパウンド部門はインナー１０を使用 

（中心の直径２cm のところのみが１０点であとの黄色は全て９点） 

 

 ・競技方法:  ＜予選＞ 

        ・１８Ｍ・３０射とします。 

        ・立ちは AB-CD の２立ちとし、AB 行射･CD 行射･矢取り、CD 行射･AB 行射･矢取

りの繰り返しとします。 

・練習は制限時間を４分間とし、AB 行射･CD 行射･矢取りの１回のみとします。 

・予選通過は、リカーブ部門で男子６４名・女子３２名とします。 

また、コンパウンド部門はリカーブ部門の予選通過点以上を記録した者としま

す。 

 

 

 



＜決勝＞ 

インドアマッチラウンド 

        ○予選ラウンド  

・１８Ｍ６０射とします。 

・立ちは AB-CD の２立ちとし、AB 行射･CD 行射･矢取り、CD 行射･AB 行射･矢取

りの繰り返しとします。 

・練習は制限時間を４分間とし、AB 行射･CD 行射･矢取り１回のみとします。 

・予選通過は、男子３２名・女子１６名とします。 

 

○イリミネーションラウンド～ファイナルラウンド 

・イリミネーションラウンド～ファイナルラウンドは１対１のトーナメントで行い

ます。 

・対戦は全て 1セット３射の５セット制で行い、各セットの勝者は２ポイント、敗

者は０ポイント、同点の場合は両者が１ポイントを獲得します。片方の競技者が

６ポイント以上に達した時点で対戦は終了しその対戦の勝者となります。 

・５セット終了時点で５：５の同点の場合はシュートオフを行います。（同点の場合

は中心に近い矢により決定します） 

・ブロンズメダルマッチまでは、３射を制限時間２分で一斉に行射します。 

・ゴールドメダルマッチのみ１射２０秒の交互射ちで上記と同じセットシステムで

行います。 

・CP 部門は予選通過者が 4名以上の場合のみファイナルラウンドを行います。 

・CP 部門のファイナルラウンドは、１エンド３射の５エンドの合計得点制で行いま      

す。 

・その他に関しましては、全日本アーチェリー連盟競技規則(2016～2017年)に則っ

て行います。 

 

・参加資格:   本連盟に属する者、または本連盟の許可を得た者（オープン参加） 

 

・表    彰:     RC 男女 １～６位     

CP ３～６名の場合 １位のみ 

  

・参加費:   【予選】一人 ２０００円（オープン参加は３０００円） 

【決勝】一人 ２０００円         

  

・参加申し込み方法: 

               出場者名簿に必要事項を記入し、参加費１人２０００円を下記の振込先に振り込み､

出場者名簿を１０月２５日(水) までに競技副委員長の松尾まで送信してください。 

※  出場者名簿を書く際に、土曜日・日曜日で、どちらかの日が不可能な場合は、備

考欄に参加不可能な日を、理由を沿えて記入してください。 



        （選手の皆様の意思を最優先で考慮いたしますが、人数の関係上ご希望に添えない可

能性があります。その際はご協力よろしくお願いします。） 

 

 

 ・振込先:   三井住友銀行梅田支店（店番 127） 普通９５８３５０  

                   関西学生アーチェリー連盟代表 田々美 雄一 

                又は 郵便貯金 口座番号１４４４０－３７９８０４６１  

                   関西学生アーチェリー連盟代表 田々美 雄一 

  

・送信先:       競技副委員長 伊東 和輝《wsaf58.participant.list@gmail.com》 

 

・注意事項:  ・的後方のネットや壁を越えないように、ドローイングの際はあまり矢を上に向けな

いようにしてください。 

・体育館のため必ず体育館シューズを持参してください。 

・試合会場にはアローケースを持ち込まないでください。 

・アローケースなどの荷物は、スタンドがあるので、学校単位でまとめて管理してく 

ださい。 

・貴重品等は各自で管理してください。なお、盗難・トラブル等は学連としては一切 

責任を負いかねますのでご了承ください。 

        ・空き缶などのゴミは各校で確実に持ち帰ってください。 

                ・選手チェックの際、会員証とバッチが必要です。 

・試合時間短縮のため、体育館内での試合後のエール・円陣は行わないでください。 

・また、学校単位での体操は試合前には結構ですが、試合後は行わないでください。 

・体育館内は禁煙です。 

・会場の使用時間が限られているので、試合及び閉会式終了後、帰宅準備が整い次第 

速やかにご退場ください。 

        ・体育館内は禁煙です。 

・なお、本大会の決勝の予選ラウンドは全日本学生室内選手権大会出場の選考を兼ね

ます。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

大 会 役 員 

 

会 長   中川 隆弘 

委 員 長    前川  遼 

副委員長   廣田 佳生 

 

競 技 委 員 

 

競技委員長  近畿地区派遣審判員 

 

大 会 総 務  保科 俊司 

 

Ｄ Ｏ Ｓ  岡本 賢士 

 

審 判 長  林田 望海 

 

審 判 員  伊東 和輝  土屋 歩  藤原 海都 

 

放  送  濱野 智絵  中井 虹歩 

 

計  時  渥美 尊章   

 

記  録  髙田 聡志  野田 和希  秋山 雅道   

 

広  報  田丸 優次  植村 涼太 

 

財  務  田々美 雄一 一色 大夢  森清 綾仁 

 

資  材  藤田 裕斗  松浦 魁人  新 尚樹  楠井 隼哉 

 

大 会 普 及  北川 汐音  稲田 七彩 

  



     

http://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/higashi-osaka.html 

交通アクセス 

近鉄奈良線・八戸ノ里駅から徒歩約 20 分 

近畿大学東門前行バス下車後徒歩約 5 分 

近鉄大阪線・長瀬駅から徒歩約 25 分 

☚こちらです 

←八戸ノ里駅 

八戸ノ里から直行バス 

http://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/higashi-osaka.html

