
第第第第 48484848 回回回回 JAPANJAPANJAPANJAPAN インドアオープンインドアオープンインドアオープンインドアオープン    アーチェリーアーチェリーアーチェリーアーチェリー大会大会大会大会    要項要項要項要項    

    

１．主１．主１．主１．主    催催催催        大阪府アーチェリー連盟大阪府アーチェリー連盟大阪府アーチェリー連盟大阪府アーチェリー連盟    

    

２．主２．主２．主２．主    管管管管        大阪府アーチェリー連盟／大阪大阪府アーチェリー連盟／大阪大阪府アーチェリー連盟／大阪大阪府アーチェリー連盟／大阪府府府府高体連アーチェリー専門部高体連アーチェリー専門部高体連アーチェリー専門部高体連アーチェリー専門部    

    

３．後３．後３．後３．後    援援援援        大阪府教育委員会大阪府教育委員会大阪府教育委員会大阪府教育委員会////（公財）（公財）（公財）（公財）大阪体育協会大阪体育協会大阪体育協会大阪体育協会////（公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟（公社）全日本アーチェリー連盟    

    

４．協４．協４．協４．協    賛賛賛賛        HOYTHOYTHOYTHOYT・・・・Easton / WinEaston / WinEaston / WinEaston / Win＆＆＆＆Win / Win / Win / Win / ((((株株株株))))レオプランニングレオプランニングレオプランニングレオプランニング////    

                            関係アーチェリーショップ関係アーチェリーショップ関係アーチェリーショップ関係アーチェリーショップ    （協賛企業募集中）    

    

５５５５．日．日．日．日    程程程程        平成平成平成平成 30303030 年年年年 1111 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))～～～～28282828 日（日）の日（日）の日（日）の日（日）の 2222 日間日間日間日間    

        ＊両日とも午前 8 時 20 分に会場開場の予定です。 

1 月 27

日 

 

（土） 

第 1 部 

対象・定員 

 

受 付 

開会式 

競技開始 

小中学生・高校フレッシュ 

一般フレッシュ・親子     180 名 

午前 8 時 30 分～ 

午前 9 時～ 

午前 9 時 30 分～ 

第 2 部 

対象・定員 

受 付 

開会式 

競技開始 

高校フレッシュ・高校生    180 名 

午前 11 時 30 分～ 

午後 12 時 20 分～ 

午後 12 時 30 分～ 

第 3 部 

対象・定員 

受 付 

開会式 

競技開始 

高校生            180 名 

午後 2 時 30 分～ 

午後 3 時 20 分～ 

午後 3 時 30 分～ 

 

1 月 28

日 

 

（日） 

第４部 

対象・定員 

受 付 

開会式 

競技開始 

大学ﾌﾚｯｼｭ・RC/CP ﾏｽﾀｰｽﾞ・BB・ＣＰ 180 名 

午前 8 時 30 分～ 

午前 9 時～ 

午前 9 時 30 分～ 

第５部 

対象・定員 

受 付 

開会式 

競技開始 

ＲＣ総合 ①         180 名 

午前 11 時 30 分～ 

午後 12 時 20 分～ 

午後 12 時 30 分～ 

第６部 

対象・定員 

受 付 

開会式 

競技開始 

ＲＣ総合 ②         180 名 

午後 2 時 30 分～ 

午後 3 時 20 分～ 

午後 3 時 30 分～ 

総合閉会式 午後 18 時 30 分～ 

６６６６．会．会．会．会    場場場場        エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第１競技場エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第１競技場エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第１競技場エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第１競技場    

                                大阪市浪速区難波中３－４－３６大阪市浪速区難波中３－４－３６大阪市浪速区難波中３－４－３６大阪市浪速区難波中３－４－３６    TEL:06TEL:06TEL:06TEL:06----6631663166316631----0121012101210121    

        ＊周辺に駐車場はありますが、数に限りがあるため極力公共交通機関を 

ご利用のうえお越しください。（別添地図参照ください） 

        ＊大会の問い合わせ等を会場に直接行わないようしてください。 

 

７７７７．競技種目．競技種目．競技種目．競技種目        WAWAWAWA インドアラウンドインドアラウンドインドアラウンドインドアラウンド    １８ｍ１８ｍ１８ｍ１８ｍ60606060 射射射射            



    

８．競技種別８．競技種別８．競技種別８．競技種別        ＲＣ男女・ＣＰ男女・ＢＢ男女ＲＣ男女・ＣＰ男女・ＢＢ男女ＲＣ男女・ＣＰ男女・ＢＢ男女ＲＣ男女・ＣＰ男女・ＢＢ男女    

 

９９９９．．．．参加資格参加資格参加資格参加資格        2017201720172017 年度（公社）全日本アーチェリー連盟に登録済みの選手年度（公社）全日本アーチェリー連盟に登録済みの選手年度（公社）全日本アーチェリー連盟に登録済みの選手年度（公社）全日本アーチェリー連盟に登録済みの選手    

        （＊（＊（＊（＊ただし、一般フレッシュ部門については、都道府県アーチェリー協会に登録してただし、一般フレッシュ部門については、都道府県アーチェリー協会に登録してただし、一般フレッシュ部門については、都道府県アーチェリー協会に登録してただし、一般フレッシュ部門については、都道府県アーチェリー協会に登録して    

おりおりおりおりグリーンバッジ所有者グリーンバッジ所有者グリーンバッジ所有者グリーンバッジ所有者であれば参加を認めます。）であれば参加を認めます。）であれば参加を認めます。）であれば参加を認めます。）    

10101010．参．参．参．参    加加加加    費費費費        一般・大学生一般・大学生一般・大学生一般・大学生    3,0003,0003,0003,000 円円円円        高校生高校生高校生高校生 2,5002,5002,5002,500 円円円円        中学生以下中学生以下中学生以下中学生以下    2,0002,0002,0002,000 円円円円    

 

11111111．．．．表彰部門表彰部門表彰部門表彰部門            

＊＊＊＊網掛け網掛け網掛け網掛けの部門はの部門はの部門はの部門は 40cm40cm40cm40cm フルフェイス的を使用フルフェイス的を使用フルフェイス的を使用フルフェイス的を使用    

リカーブリカーブリカーブリカーブ    表彰式予定時間表彰式予定時間表彰式予定時間表彰式予定時間    

キャデットキャデットキャデットキャデット    
小学生の部小学生の部小学生の部小学生の部    

第第第第 2222 部競技中部競技中部競技中部競技中    
中学生部門中学生部門中学生部門中学生部門    

親親親親    子子子子    親子（子どもは小中学生）合計点数親子（子どもは小中学生）合計点数親子（子どもは小中学生）合計点数親子（子どもは小中学生）合計点数    第第第第 2222 部競技中部競技中部競技中部競技中    

高校フレッシュ高校フレッシュ高校フレッシュ高校フレッシュ    高校高校高校高校 1111 年生で競技経験年生で競技経験年生で競技経験年生で競技経験 1111 年未満の選手年未満の選手年未満の選手年未満の選手    第第第第 3333 部競技中部競技中部競技中部競技中    

高校生高校生高校生高校生    高校生全員対象高校生全員対象高校生全員対象高校生全員対象    第第第第 3333 部競技終了後部競技終了後部競技終了後部競技終了後    

一般フレッシュ一般フレッシュ一般フレッシュ一般フレッシュ    

高校、大学生以外で競技経験２年未満高校、大学生以外で競技経験２年未満高校、大学生以外で競技経験２年未満高校、大学生以外で競技経験２年未満    

（（（（20 20 20 20 年以上の年以上の年以上の年以上の競技競技競技競技ブランクがあり、復帰からブランクがあり、復帰からブランクがあり、復帰からブランクがあり、復帰から

２年未満の選手を含む２年未満の選手を含む２年未満の選手を含む２年未満の選手を含む））））    

第第第第 2222 部競技中部競技中部競技中部競技中    

大学生フレッシュ大学生フレッシュ大学生フレッシュ大学生フレッシュ    大学大学大学大学 1111 年生で競技経験年生で競技経験年生で競技経験年生で競技経験 1111 年未満年未満年未満年未満    第第第第 5555 部競技中部競技中部競技中部競技中    

ＲＣマスターズＲＣマスターズＲＣマスターズＲＣマスターズ    
男子：男子：男子：男子：50505050・・・・60606060・・・・70707070 歳以上クラス歳以上クラス歳以上クラス歳以上クラス        

第第第第 5555 部競技中部競技中部競技中部競技中    
女子：女子：女子：女子：40404040・・・・50505050・・・・60606060 歳以上クラス歳以上クラス歳以上クラス歳以上クラス    

ＲＣＲＣＲＣＲＣ総合総合総合総合    ＲＣＲＣＲＣＲＣ選手全員対象選手全員対象選手全員対象選手全員対象    総合閉会式総合閉会式総合閉会式総合閉会式    

            

コンパウンドコンパウンドコンパウンドコンパウンド／ベアボウ／ベアボウ／ベアボウ／ベアボウ    表彰予定時間表彰予定時間表彰予定時間表彰予定時間    

ＣＰＣＰＣＰＣＰ総合総合総合総合    ＣＰＣＰＣＰＣＰ選手全員対象選手全員対象選手全員対象選手全員対象    第第第第 5555 部競技中部競技中部競技中部競技中    

ＣＰマスターＣＰマスターＣＰマスターＣＰマスター    ＣＰ選手ＣＰ選手ＣＰ選手ＣＰ選手 60606060 歳以上対象歳以上対象歳以上対象歳以上対象    第第第第 5555 部競技中部競技中部競技中部競技中    

ＢＢＢＢＢＢＢＢ総合総合総合総合    ＢＢ選手全員対象ＢＢ選手全員対象ＢＢ選手全員対象ＢＢ選手全員対象    第第第第 5555 部競技中部競技中部競技中部競技中    

※マスターズの年齢起算日は平成※マスターズの年齢起算日は平成※マスターズの年齢起算日は平成※マスターズの年齢起算日は平成 29292929 年年年年 1111２月末日と致します。２月末日と致します。２月末日と致します。２月末日と致します。    

＊各部門の表彰対象人数は、申込人数により決定いたします。＊各部門の表彰対象人数は、申込人数により決定いたします。＊各部門の表彰対象人数は、申込人数により決定いたします。＊各部門の表彰対象人数は、申込人数により決定いたします。    

＊各部門ごとに表彰式を行います。上記の表彰予定時間を参考にしてください。＊各部門ごとに表彰式を行います。上記の表彰予定時間を参考にしてください。＊各部門ごとに表彰式を行います。上記の表彰予定時間を参考にしてください。＊各部門ごとに表彰式を行います。上記の表彰予定時間を参考にしてください。    

 

12121212．申込方法．申込方法．申込方法．申込方法 

①所定の申込用紙にて、参加する部（第 1 部～6 部）別に申込を行ってください。 

②27 日の第 1 部～3 部と 28 日の第 4 部～6 部の申込先が異なりますのでご注意 

ください。 

  ②申込は、学校、所属クラブでまとめて申込してください。 

  ③参加費は口座振込で期日までにお振り込みください。エントリー確定後の返金は一切 

行いません。 

  ④複数の部に申込は可能ですが、申込多数の場合は主催者側で調整させていただく場合 

がありますのでご了解ください。 



 

13131313．申込先．申込先．申込先．申込先        1111 月月月月 27272727 日（土）第日（土）第日（土）第日（土）第 1111 部～第部～第部～第部～第 3333 部部部部    参加申込先参加申込先参加申込先参加申込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111 月月月月 28282828 日（日）第日（日）第日（日）第日（日）第 4444 部～第部～第部～第部～第 6666 部部部部    参加申込先参加申込先参加申込先参加申込先    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

１４１４１４１４．申込期間．申込期間．申込期間．申込期間            受付開始受付開始受付開始受付開始    平成平成平成平成 29292929 年年年年 10101010 月２日（月）月２日（月）月２日（月）月２日（月）    

            締締締締    切切切切    日日日日    平成平成平成平成 29292929 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日（木）日（木）日（木）日（木）必着必着必着必着    

          ＊定員になり次第しめ切りいたします 

 

１５１５１５１５．その他．その他．その他．その他        ①室内履きを必ず持参してください。 

        ②競技中の事故については主催者にて応急の処置はしますが、それ以外の 

責任は負いません。 

        ③館内暖房は行いませんので、参加者は防寒対策の用意をお願いします。 

        ④飲食、及び喫煙は定められた場所で行なうこと。   

⑤ごみ、空き缶、弁当ガラ等は、各自で責任をもって持ち帰ること。 

⑥宿泊施設の斡旋をいたしますが、数に限りがありますので先着順といた⑥宿泊施設の斡旋をいたしますが、数に限りがありますので先着順といた⑥宿泊施設の斡旋をいたしますが、数に限りがありますので先着順といた⑥宿泊施設の斡旋をいたしますが、数に限りがありますので先着順といた    

します。します。します。します。    

 

１６１６１６１６．お問い合わせ．お問い合わせ．お問い合わせ．お問い合わせ  大阪府アーチェリー連盟 

           ＪＡＰＡＮインドアオープン大会実行委員会 

           事務局   大阪府アーチェリー連盟事務局 

            〒599-8103 堺市東区菩提町３－１１４ 野口照夫 

            E-Mail：furen-mail_08ah6fbz@osaka-archery.org 

   FAX：072-285-0233 TEL：090-9627-2260 

〒599-8103 

 大阪府堺市東区菩提町３－１１４ 野口 照夫 宛 

FAX 072-285-0233 携帯 090-9627-2260 

E-mailfuren-sanka_9g3xa1jm@osaka-archery.org 

《送金先》 

①銀行振込 ゆうちょ銀行 店番：099 店名：０九九(ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ) 

      当座：0170171 名義名：ｵｵｻｶﾌｱｰﾁｪﾘｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｷﾞﾌﾞ 

②郵便振替 00960-0-170171 大阪府ｱｰﾁｪﾘｰ連盟競技部 

＊振込票通信欄に必ず大会名とクラブ名又は学校名と参加人数の内訳を明記し

て下さい。 

 

〒545-0011 

 大阪市阿倍野区昭和町 3 丁目 1 番 64 号  

  桃山学院高校内 大阪高体連アーチェリー専門部 事務局 

                     横山 桂幸 宛  

FAX 06-6629-6111  ℡ 06-6621-1181 

E-mail yokomomoyama@yahoo.co.jp 

 《送金先》北北北北おおさか信用金庫おおさか信用金庫おおさか信用金庫おおさか信用金庫    吹田支店吹田支店吹田支店吹田支店    普通普通普通普通 で「大阪高等学校体育連盟

アーチェリー専門部 会計 山手俊治」宛 

口座番号  071-0182890 

＊振込票通信欄に必ず大会名とクラブ名又は学校名と参加人数の内訳を明記し

て下さい。 

 



Word・Excel の申込書データは大阪府連ホームペ

ージ http://www.osaka-archery.org/ からダウ

ンロードできます。 

カテゴリー条件 

●リカーブ 

キャデット小学生の部 

キャデット中学生部門 

親子部門（子どもは小中学生） 親子の 60 射＋60 射合計得点 

高校フレッシュ部門   高校 1 年生で競技経験 1 年未満の選手 

高校生の部    高校生全員対象 

大学生フレッシュ部門  大学 1 年生で競技経験 1 年未満 

一般フレッシュ部門   高校、大学生以外で競技経験２年未満 

（２０年以上のブランクが有る選手も含めます） 

ＲＣマスターズ部門 男子  50 歳台・60 歳台・70 歳以上クラス  

ＲＣマスターズ部門 女子  40 歳台・50 歳台・60 歳以上クラス 

ＲＣ総合          ＲＣ選手全員対象 

   

●コンパウンド／ベアボウ 

ＣＰ総合    ＣＰ選手全員対象 

ＣＰマスター部門   ＣＰ選手 60 歳以上対象 

ＢＢ総合    ＢＢ選手全員対象 

 

 

●部門別の使用標的 

  ★４０ｃｍ標的使用部門 

1. キャデット小学生の部 

2. キャデット中学生部門 

3. 親子部門（子どもは小中学生） 

4. 高校フレッシュ部門 

5. 大学生フレッシュ部門 

6. 一般フレッシュ部門 

7. ＲＣマスターズ部門 男子 

8. ＲＣマスターズ部門 女子 

9. ＢＢ総合 

★４０ｃｍ縦三ツ目標的使用部門 

高校生の部 

ＲＣ総合部門 

ＣＰ総合部門 

ＣＰマスターズ部門 

  

※各部門の表彰対象人数は、申込人数により決定いたします。 

※マスターズの年齢起算日は平成 29 年 1２月末日と致します 

 


