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第 68回 (平 成 25年 度 )国 民体育大会アーチ ェ リー 競技の東京都代表選手選考のため
の予選会 を次の とお り実施す る。
○ 成年の部

I.予 選会
1.第 一 回予選会
(1)日 時及び場所
6月 2日

(日

) 8:30集

合

於

小金井公園 弓道場

(2)競 技方法

70mラ ウン ド (72本

)

(3)参 加資格
① 日本国民であつて、東京都内に在住または在勤する者およびふるさと制度登録
を完了した者。
※在住者については、本年 4月 30日 以前か ら都内の住民登録地 に在住の者。
② 昨年も しくは一昨年の国民体育大会 (道 府県の予選会 も含む)に 東京都以外の
道府県か ら選手 として参加 していない者。
ただ し、今春学校 を卒業 した者、結婚・離婚 によって住所 を変更 した者および
ふるさと選手制度等の活用者を除 く。
③ 本年の東京都以外の道府県の国民体育大会予選会に参加 していない者。
④ 平成 7年 4月 1日 以前 に生まれた者。
(4)参 加申込み
5月 12日 (日 )ま でに以下の項 目を明記の上 、下記あてに申 し込む こと。
① 氏名、所属
② 種別 (成 年男子、成年女子 )お よび参加資格 (都 内在住、都内在勤 も しくはら、
るさと制度)
(申 込先 )
西 ブロック担当 あて
東京都アーチェ リー協会
E― mail: kokin.westOgmail.oom

2.最 終予選会
(1)日 時及び場所
6月 30日

) 8:30集

於 光が丘公園弓道場
合
※悪天候等、やむを得ない事情で同日実施ができない場合は次のとお り実施する。
7月 7日 (日 ) 8:30集 合
於 小金井公園弓道場 (予 定)
(2)競 技方法
70mラ ウン ドX2回 (144本 )
(日

(3)参 加資格
日本国民であつて、東京都内に在住または在勤する者およびふるさと制度登録
を完了 した者。
※在住者については、本年 4月 30日 以前 か ら都内の住民登録地に在住の者。
② 昨年もしくは一昨年の国民体育大会 (道 府県の予選会も含む)に 東京都以外の
道府県か ら選手 として参加 していない者。
ただ し、今春学校 を卒業 した者、結婚 離婚 によって住所を変更 した者および
ふるさと選手制度等の活用者 を除 く。
③ 本年の東京都以外の道府県の国民体育大会予選会 に参加 していない者。
④ 平成 7年 4月 1日 以前 に生まれた者。
(4)参 加申込み
6月 10日 (月 )ま でに以下の項 目を明記の上、下記あてに申 し込む こと。
① 氏名、所属、性別、生年月 日
② 種別 (成 年男子、成年女子)お よび参加資格 (都 内在住、都内在勤もしくはふ
るさと制度)
③ 平成 24年 8月 20日 か ら平成 25年 6月 9日 までの全 日本アーチ ェ リー連
盟公認試合 (第 一回予選会 も含む)に おける 70M記 録 (36本 )の うち、上
)
位 2回 の記録 (以 下、成年の部における「申請記録」 とい う。
つい
こと。
日、大会名および会場名も明記の
ては、開催
※申請記録に
(申 込先)
東京都アーチェリー協会 強化部会 清水 徹也 あて
E― mail: tokyo.archery@gmail.com
①

(5)出 場選手決定方法
男子 は申請記録の上位 15名 、女子は申請記録 の上位 12名 を出場選手 とする。
なお、申請記録 が同点の場合はその 2回 の記録の うち、高 い方の記録の得点が上回
ったもの を上位 とする。
Ⅱ.選 手決定方法

(1)東 京都代表選手
申請記録 と最終予選会の得点を合算 した成績 を参考記録 として、男子上位 4名 、
女子上位 4名 を東京都代表選手 に選出する。
また、参考記録をもとに、上記上位選出選手の他に男子 2名 、女子 2名 の東京都
代表選手を選抜する。
なお、予選会免除対象者 (オ リンピック競技大会、アジア競技大会、ユニバ シア
ー ド競技大会、およびその他全 日本アーチ ェ リー連盟が指定する世界選手権等の国
際競技大会参加者等)が やむを得ない事由によ り、本予選会 に出場できない場合は、
その申請記録をも とに選抜できることとする。
(2)国 体本大会出場選手
7〜 8月 に開催 される以下の試合および記録会の 70M記 録 (36本 )の うち、
上位 2回 の記録をもとに男子 3名 、女子 3名 を選抜する。 (別 紙参照)
① 本協会主催 のシングルラウン ドおよび 70Mラ ウ ン ド試合
② 本協会主催 の東京都代表選手の合同練習において実施する記録会
③ その他、本協会強化部会が認める試合

○

少年 の部

I.予 選会
1.第 一 回予選会
(1)日 付及び場所
6月 2日

(日

) 8:30集

合

於

小金井公園 弓道場

(2)競 技方法

70mラ ウ ン ド (72本

)

(3)参 加資格
① 日本国民であつて、東京都内に在住または東京都内の学校 に通学する者。
② 昨年も しくは一 昨年の国民体育大会 (道 府県の予選会 も含む)に 東京都以外の
道府県か ら選手 として参加 していない者。
ただ し、今春学校 を卒業 した者、結婚 口離婚 によって住所を変更 した者および
一家転住 に係る者を除 く。
③ 本年の東京都以外 の道府県の国民体育大会アーチェ リー競技大会予選会に参加
していない者。
④ 平成 7年 4月 2日 か ら平成 10年 4月 1日 までに生まれた者および平成 10年
4月 2日 か ら平成 11年 4月 1日 までに生まれた中学 3年 生の者。
(4)参 加 申込み
5月 12日 (日 )ま でに以下の項 目を明記の上 、下記あてに申 し込むこと。
① 氏名、所属
② 種別 (少 年男子、少年女子)お よび参加資格 (都 内在住も しくは都内在学)
(申 込先)
西ブロック担当 あて
東京都アーチェ リー協会
E― mail: kokin.westOgmail.oom

2.最 終予選会
(1)日 時及び場所
6月 30日

) 8:30集

於 光が丘公園弓道場
合
※悪天候等、やむを得ない事情で同日実施ができない場合は次 のとお り実施する。
7月 7日 (日 )
8:30集 合 於 小金井公園弓道場 (予 定)
(2)競 技方法
70mラ ウン ドX2回 (144本 )
(3)参 加資格
① 日本国民であつて、東京都内に在住または東京都内の学校 に通学する者。
② 昨年もしくは一昨年の国民体育大会 (道 府県の予選会も含む)に 東京都以外の
道府県か ら選手 として参加 していない者。
ただ し、今春学校 を卒業 した者、結婚・ 離婚 によって住所を変更 した者および
一家転住 に係 る者 を除 く。
③ 東京都以外の道府県の国民体育大会アーチ ェ リー競技大会予選会に参加 してい
ない者。
④ 平成 7年 4月 2日 か ら平成 10年 4月 1日 までに生まれた者および平成 10年
4月 2日 か ら平成 11年 4月 1日 までに生まれた中学 3年 生の者。
(日

(4)参 加申込み
6月 14日

(金 )ま でに以下の項 目を明記 の上 、下記あて に申 し込むこと。

① 氏名、所属、性別、生年月 日
② 平成 25年 3月 1日 か ら平成 25年 6月 9日 までの全 日本アーチェリー連盟公
認試合 (第 一回予選会も含む)に おける 70M記 録 (36本 )の うち、上位 2
)
回の記録 (以 下、少年の部における「申請記録」 とい う。
※申請記録については、開催 日、大会名および会場名も明記の こと。
(申 込先)
丁 176‑0021
東京都練馬区貫井 3‑45‑19
小野寺 長久 あて
東京都立第四商業高等学校
E― mail: Nagahisa̲Onodera@education.metro.tokyo.jp

(5)出 場選手決定方法
男子は申請記録の上位 15名 、女子は申請記録の上位 12名 を出場選手 とする。
なお、申請記録が同点の場合 はその 2回 の記録の うち、高 い方の記録の得点が上回
ったもの を上位 とする。
Ⅱ.選 手決定方法

(1)東 京都代表選手
申請記録 と予選会の得点を合算 した成績を参考記録 として、男子上位 4名 、女子
上位 4名 を東京都代表選手 に選出する。
また、参考記録をもとに、上記上位選出選手 の他 に男子 3名 程度、女子 2名 程度
の東京都代表選手を選抜する。
なお、予選会免除対象者 (オ リンピック競技大会、アジア競技大会、ユニバ シア
ー ド競技大会、およびその他全 日本アーチ ェ リー連盟が指定する世界選手権等の国
際競技大会参加者等)が やむを得ない事由により、本予選会 に出場できない場合は、
その申請記録をもとに選抜できる こととする。
(3)国 体本大会出場選手
7〜 8月 に開催 される以下の試合および記録会の 70M記 録 (36本 )の うち、
上位 2回 の記録をもとに男子 3名 、女子 3名 を選抜する。 (別 紙参照)
① 本協会主催 のシングルラウ ン ドおよび 70Mラ ウン ド試合
② 本協会主催 の東京都代表選手 の合同練習 において実施する記録会
③ その他、本協会強化部会が認める試合
以

本件照会先】
【
東京都アーチェ リー協会
清水 徹也
E― maili tetsu360@t.toshlma.ne.jp

上

(別 紙 )

東京都代表選手 の 国体本大会出場選手選考方法

7〜 8月 に開催 を予定 している以下の対象試合・記録会の 70M記 録 (36本 )の うち、
上 位 2回 の記録 をもとに男子 3名 、女子 3名 を選抜す る。
なお、 日本代表選手 (ジ ュニア等 も含む )に ついては、対 象試合・ 記録会 と日本代表 の
行事 と重な つた場合、 日本代 表 の同一期間 中の試合・ 記録会の記録 も対象 とす る。
また、その他、対象試合 自記録会 と上部団体主催の試合が重な った場合、本協会強化部
会が追加で当該試合の記録 も認める場合が ある。

O対 象試合・ 記録会 (予 定 )

7/ 7(日 )
強化練習 (小 金井 ) 70MX36本
14(日 )
国体 リハーサル (三 鷹 )70MX36本
20(土 )
合同合宿 (山 梨・ 忍野 )70MX36本
28(日 )
70MX36本
強化試合 (駒 沢 )
8/17(土 )も しくは 18(日
強化練習 (光 が丘 ) 70MX36本

X2回 の記録会実施
Xl回 の記録会実施
X2回 の記録会実施
X2回

)

X2回 の記録会実施
以

上

