
西暦表記とします
作成 2018/4/11

№ 項　　　　目

1 大会名称 第３回スポーツ吹矢 東京都五総支部大会

2 主　催 東京都スポーツ吹矢協会

後　援 （一社）日本スポーツ吹矢協会

3 開催日時 2018 年７月18日（水）　　９時00分～１７時００分　（役員　８：３０　集合）

4 会　場 駒沢公園　屋内球技場

     場所　　　　　東京都

東急田園都市線駒沢大学　徒歩２０分　程度　

駐車場の確保はありませんので公共交通機関にてお越しください

大会会長 東京都スポーツ吹矢協会 会長 都築　德良 副会長 山田信彦

大会実行委員長 東京都スポーツ吹矢協会 東総支部 井上克治 副実行委員長 塩谷得男

審判長 東京都スポーツ吹矢協会 競技進行

大会委員 事務局 魁生　澄雄 吹矢体操指導 荒井和子 総合司会 赤堀みどり

大会事務局員 東京都スポーツ吹矢協会事務局魁生　澄雄 遠藤英明 菅澤　勇 御園栄子

一般社団法人東京都レクリエーション協会 相談中です。

(一社)日本スポーツ吹矢協会

5 全日本への推薦

②推薦者の確定は本大会の実行委員会に一任頂きます。

③推薦者の発表は都協会事務局より支部長経由で本人通達します。

6 大会概要 通勤ラッシュを少し外した10時の受け付け開始とします。本文巻末参照下さい。

(1)参加人数

(2)参加資格 東京都協会の支部・カルチャー教室・同好会・クラブに在籍している方(非会員可)

本大会は上記のみとする

(３)参加費 　　２，０００円／名　　　

　　大会当日　カルチャー教室開校日の参加者は１０００円

(４)競技内容

(一部 ローカルルール有) 　◎Ａコースは個人の級・段に準じて行います。但し無級者は6ｍとします。

(吹矢タイマー使用) 　◎参加者の級・段位の認定日は、2018年４月30日とします。 自己申告優先です。

☆競技進行の3分計測は吹矢タイマーで行います。

２　競技種目

・Ａコース　　男女別の個人戦

　　Ａ１　1級以下　６М　　Ａ２　　初段　2段、８М　　　Ａ３　3段・４段　１０М　　Ａ４　５段以上　10М

・Gコースは男女混合

  Gコース８Ｍ

３　競技概要

　　①用具確認は試矢時間に確認をお願いします。

　　③試矢3本を１ラウンドの前に吹きます。撥ね矢はありません。

　　④1～4ラウンドの跳ね矢はそのレーンで吹き終わって頂きます。

　　　　持矢が無くなればその時点で終了となります。

　　⑤第１ラウンドより撥ね矢・3分ルールを適用します。。

(5)得点確認

１　個人戦（４ラウンド）　の成績で　団体戦（総支部単位の平均点）とする。

第３回　スポーツ吹矢 東京都五総支部大会　実施要項　案

来
賓

約　５００名　

事
務
局

①　審判員は選手立会いのもとに得点を呼称し記録用紙に記載する。

②　選手は記録用紙の個別点数・合計点数を確認し印として指定欄に「○」でチェックして下さい。

内　　　　　　　　容

「全員参加」の大会にさせて頂きます。役員の方も参加下さい。

①平成30年度会報発表に則ります。

　　②競技は4ラウンドとします。
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内　　　　　　　　容

③　矢抜き後　得点の異議申し立ては受付らけません。
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第３回　スポーツ吹矢 東京都五総支部大会　実施要項　案

内　　　　　　　　容

(6)順位決定方法

　　※２　同点の場合の判定は次の様に行います。

　　イ　35点の回数

　　ロ　第4ラウンドの点数の上位者　

　　ハ　同点の時　順次　３・２.・１ラウンドで順次上位得点で判定します。

(7)表彰

　　　１位～６位 　　①　1位～６位までとします

　　②　1位～3位　賞状　メダル　副賞　を差し上げます

　　③　4位～6位　賞状　副賞　を差し上げます

　※個人の表彰状は後日、所属支部長・団体責任者宛に郵送します。

②　Ｇクラスは男女混合で1位～3位の表彰とします。

③　団体は成績発表表彰は賞状のみ

(８)競技用具 ①（一社）日本スポーツ吹矢協会の競技規則（第２条：競技用具）に準じます。

(９)服装・履物 ①（一社）日本スポーツ吹矢協会の競技規則（第３条：服装）に準じます。

　※館内は土足厳禁です。必ず上履きを使用して下さい

7 募集要項

(１)大会開催の告知 　☆　参加費払込用紙は事務局より別送します。

　参加申込書の送付 ②各総支部から総支部管内の関係者に告知連絡をお願いします。

③東京都協会ホームページに掲載します。

(２)申し込み方法

　　メール送信 アドレス

郵便番号

住　所　

　　　○会員番号を記載して下さい

　　　○左利きの方は指定欄に〇印を記入下さい。

　　　○参加申し込みに関する申請時の級・段位は４月30日とします。

　　　○特記事項については、備考欄に記載して下さい。

　　振込手数料は大会事務局負担とします(受取人負担)

お願い　1 　　振込者の氏名は、申込代表者名でお願いします。記載依頼内容は用紙に記載します

お願い　2 　　東京都スポーツ吹矢協会　専用の振り込み用紙を使用下さい。払い込み書に記載ください。

お願い　3 　　※　（一社）日本スポーツ吹矢協会の振り込み用紙は使用しないで下さい。

ご注意

①　１位～６位までの順位を決定します。順位の確定方法は下記の順とします。

　　　○「車椅子・椅子・補助具」等使用の場合備考欄に記載して下さい

(3)参加料送金先
及び締め切り日

②　上記の方法で６位まで確定します。同点同順位は採用しません。

　　振込締切日　：　2018年 　6　月 11　日（　月　曜日　）

②申し込み書は1団体1様式でお願いします。20名でも一枚でお願いします。

　　ニ　最後は一本勝負。中心点に近い矢を高位とします。

郵　　　送

ＦＡＸの申し込み
はお断りします。

☆参加申込書記載
注意点

  参加者数により無級コースの検討

詳細は申込書に記載しています。受付担当

　　　変更および取消は、参加申込書に「変更」と明記し　訂正部署記入し再送付下さい。

　　参加費振込締め切り後の参加取り消しは、当日欠席とし参加費の返金いたしません。

大会参加費の送金用紙は、後日、各支部等に郵送します。　　ゆうちょ銀行「振込票」を使用して下さい。

①大会実施要項、参加申込書、を一括してメールにて各総支部、市協会宛に送付させて頂きます。

　　　○競技役員を募集します。「専任」「兼任」と「担当希望№」を記載して下さい

①大会参加申込方法  (支部団体毎に申込要項に添い申し込み下さい）

菅澤　勇

　　※１　合計点数で判定。

①　Ａコースは　コース別、男女別に1位～６位まで表彰します。

　　　締切日以降の変更は2018年　6　月　11　日(　月　曜日　)までとさせて頂きます。

dzi00626@nifty.com

192-0919
東京都八王子市七国5-30-10

　★申込締切　：　2018　年　6　月　5　日（　火曜日　）
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8 競技役員の募集 　各審判・競技進行は都協会審判部(仮称)対応させて頂きます。

　競技役員担当部門の詳細は参加申込書を参照下さい。

　役員の方が手不足の時ご相談させて頂きます。

　ご協力よろしくお願いします。

競技役員担当 ◎役員（専任・兼任）の方には、お弁当・お茶をご準備します。引換券を事前にお届けします。

9

お友達、ご近所の皆様方にお声掛けしてください。

10 個人情報 大会写真について

大会成績掲載について

（氏名が掲載されます） 成績は事務局管理とします。

氏名・住所等の類

11 保険

12 飲食

②観覧席で食事が出来ます。競技フロアは飲み物のみ可とします。

観覧席 ③本大会は自由席とします。各自持ち物に注意下さい。

④ゴミは、各自で必ず持ちかえって下さい。

⑤持参したペットボトルを管内に廃棄しないでください。

13 お願い 紛失・盗難

上履き 館内は土足禁止です。

撮影 フラッシュ機能を停止して使用ください。特にスマホはご注意ください。

大会に関する問合せ 支部長又は大会窓口担当にお願いします。

14 問合せ先　 東京都大会事務局

〒１８５－０００３　東京都国分寺市戸倉３－２０－３０

支部名と　お名前を申し添え下さい。　尚非通知機能の方は都度解除下さい。

　　☆　全ての問い合わせにFAXはお断りします。
各責任者様に改めてのお願いです。

　　今回のお届けは　①　大会の案内　②　大会要項　　③　参加申込書　(注☆１)

　　☆１　参加申込書はメール版を総支部より発信します。ホームページ(東京都スポーツ吹矢協会)にアップします。

　　参加費払込書は東京都スポーツ吹矢協会専用の用紙をお届けします。

　　①実施要項を支部会員の皆様全員に周知徹底下さい。

　　　　　【通達漏れの無いようにお願いします。】

　　②参加申込書は、実施要項・参加申込書記載例等に沿い記入下さい。

　　　　　【記入漏れの無いようにお願いします。】

　　③大会参加費送金は後日、各支部に郵送の東京都スポーツ吹矢協会専用の振込用紙を使用して下さい。

　　　　　【（一社）日本スポーツ吹矢協会の用紙は使用不可です。】

　　　　　【現金での受け渡しはお断りします。】

　　④当日の会場での受付手続は代表者でお願いします。

　　　　　【欠席者の申請】　所定の申告書の指示に添ってください。

　　　　　【専任役員の方も参加申込書と同じ受付票です】

　　⑤役員（専任・兼任）の方々には、大会へのご協力に対しお弁当の準備をさせて頂きます。

　　　　　【当日はお届けの引換券に記名して引き換えください】

体験会

０９０－１４０８－２３９７　メッセージ等　活用下さい。

魁生　澄雄

メール　

会報等に活用させて頂きます

大会成績上位者をホームページ・会報等に掲載させて頂きます。

以上よろしくお願いします。

０４２－５０２－９６１３　　留守電対応です。伝言をお願いします。

東京都スポーツ吹矢協会　事務局

①昼食・飲料は各自で準備して下さい

kaisho.s@jcom.home.ne.jp　（すべて小文字です）

大会関係の資料のみに使用させて頂きます。

住所

貴重品等は個人管理をお願いします。

電話

本大会当日参加者の皆さまに保険を付保します。

（管内注意事項掲示
を順守下さい）

　掲載の節はご了承
お願いします

体験ｺｰﾅｰを設置します。
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参考資料

本大会の開始時間に少し猶予をとり参加の皆様の移動の軽減を考慮してみました。
下記のスケジュールを別添でご案内します。
スケジュールは参加者数確定後変更します。

予想時間 内容 持ち時間

900 先発役員

930 役員

1000 受付

1025 吹矢体操 5 用具持ち集合

1030 開会式 30

競技開始 10時30分

午前の部　 所要時間 配分 備考

10:30 試矢 30 4*7

11:00 1Ｒ 45 5*7 順次休憩

11:45

11:50 休憩 45

午後の部

12:35 集合

12:40 2Ｒ 40 5*7

13:25 3Ｒ 40 5*7

14:10 4Ｒ 40 5*7

競技終了

1500 集計 25

模範演技

同点

1525 成績発表 10

1535 表彰式 40

1615 講評・閉会式 10

片づけ

当日スケジュール案

備考

500名　80Ｌ　7名配置　試矢　3本

準備をお願い
します。

進行を妨げな
いように１０台
残して撤去可

全員作業休止

審判・１.２.３番

魁生　澄雄

大会　事務局
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1630 退館

大会　事務局
魁生　澄雄
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