
№

1

2

3 ２０２０年６月６日（土）　　９時３０分～１７時００分　（受付　１１：００）  開会式1２：００　　詳細案　巻末

4

場　　所　　　　　

アクセス

5 大会会長 都築　德良

大会実行委員長 井上　克治

大会副実行委員長 田中　敏行

大会審判長

大会事務局長 魁生　澄雄 補佐　御園 栄子

大会事務局次長 山崎　道男 （司会進行）

大会事務局次長 菅澤　　勇　　　　補佐　長谷川　敏雄

大会事務局次長 東京都スポーツウエルネス吹矢協会　会計 丸山　　武　　

救護 東京都スポーツウエルネス吹矢協会　救護部 鈴木美雪 山本正恵

6 所長　　　　　柴﨑　正次　様

7

　　２，０００円／名　　　

　　

①個人戦　　　

　◎　参加者の級・段位の認定日は、２０２０年３月末日

☆競技進行は吹矢タイマーで行います。

②競技種目

　◎　個人戦を行います。

　◎　４ラウンドとします。

③競技概要

　　１　用具確認は試矢の前に確認します。

　　２　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。試矢は、審判員が抜きます。

　　３　第１ラウンドより撥ね矢・3分ルールを適用します。

得点の確認

順位決定方法

　　３　同点の場合の判定は次の様に行います。

№

　　４　賞状は後日、申込責任者宛に郵送します。

　　（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会の競技規則に準じます。

(7)表彰 　　１　1位～３位まで表彰します。

　　２　応募状況により、部門を統合して表彰する場合もあります。

　　３　入賞者に賞状・メダル・副賞を授与します。

(8)競技用具

　　１　１位～３位までの順位を確定します。順位の確定方法は下記の順とします。

　　２　合計点数で判定します。

　　　　☆一本勝負とし、中心点に近い矢を上位者とします。　審判は審判部

　　　　☆上記の方法で３位まで確定します。同点同順位は採用しません。

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容

　　４　1～4ラウンドの跳ね矢は、２本までそのレーンで、３本以上は吹き直しレーンで吹きます。

(5)得点

　　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「レ」でチェックしてください。

　　３　得点記録を確認して矢を回収後は　得点の異議申し立ては受付らけません。

(6)順位決定

　◎　距離　　６m　８m　１０m　

(吹矢タイマー使用)

(３)参加費

(４)競技内容 競技　４　ラウンド　　１ラウンドの前に試矢　３本

　◎　競技部門（４部門）　立位　座位　立位片麻痺　座位片麻痺　　

大会概要

(1)参加人数 約　７０　名【定員になり次第締切ります。】　　　

(2)参加資格 ①　（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会会員の、東京都内の障がい者会員。

②　都協会管内の支部会員で障害者手帳を保有しているスポーツウエルネス吹矢愛好者

来
賓

東京都障害者総合スポーツセンター

(一社)日本スポーツウエルネス吹矢協会 副理事長　横田　博文

(一社)日本スポーツウエルネス吹矢協会 副理事長　山田　信彦

事
務
局

東京都スポーツウエルネス吹矢協会　会長

東京都スポーツウエルネス吹矢協会　障がい者サポート部長

東京都スポーツウエルネス吹矢協会　幹事

　　　　　審判部より選出　（競技進行）

東京都スポーツウエルネス吹矢協会　事務局長

王子友好会支部長

東京都スポーツウエルネス吹矢協会　事務局次長

後　援 一般社団法人　日本スポーツウエルネス吹矢協会

開催日時

会　場

東京都障がい者総合スポーツセンター

東京都北区十条台１－２－２

ＪＲ京浜東北線　王子駅「北口」からスポーツセンターとの連絡バス利用　※時刻表添付

JR　埼京線　十条駅「南口」から徒歩約１０分

第５回　東京都障がい者スポーツウエルネス吹矢大会　実施要項

【参加費払い込み用紙は申込責任者に後日送付します。】 2020年3月10日

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容

大会名称 第５回　東京都障がい者スポーツウエルネス吹矢大会　

主　催 東京都スポーツウエルネス吹矢協会



№

【参加費払い込み用紙は申込責任者に後日送付します。】 2020年3月10日

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容

　　（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会の競技規則に準じます。

　※館内は土足厳禁です。必ず上履きを使用してください。

8

　２　この大会の案内を東京都協会ホームページに掲載します。

　　メール送信 アドレス

郵便番号

住　所　

　

参加に関するお願い

参加費の送金は大会の開催判断を確定後にお願いします。

参加費の払込は次のようにお願いします。

　①　期日まで（4月23日）に参加申し込みをお願いします。

　②　開催の判断は5月中旬を目途とします。

　③　開催を決定した時点で参加申込者に専用送金用紙を郵送します。

　④　払込所は申し込み責任者にお送りします。

　⑤　大変恐縮ですが上記ご理解お願いします。

　⑥　開催の判断結果はホームページに掲載します。中旬以降注視下さい。

　　払い込み手数料は大会事務局負担とします。(受取人負担)

　　払い込み者の氏名は、申込者名でお願いします。記載依頼内容は用紙に記載します。

　　払い込み用紙に　支部名　人数　、会員番号　参加者名　を記載してください。

　　東京都スポーツウエルネス吹矢協会発行の　専用の払い込み用紙　をご使用ください。

　　※　（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会の払い込み用紙は使用しないでください。

9

　当日の競技サポートは、東京都内の障がい者サポート公認指導員がサポート致します。

10 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。

11

12

③ゴミは、各自で必ず持ち帰って下さい。ペットボトルを館内に廃棄しないでください。

13 紛失・盗難 貴重品等は個人管理をお願いします。

上履き 館内は土足禁止です。

写真撮影 競技中は、フラッシュ機能を停止してください。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・大会窓口担当にお願いします。

14

（館内注意事項掲示を順
守下さい）

問合せ先 大会実行委員長　井上　克治 携帯　080－1173－8011　Ｅｍａｉｌ：katsu48692@ktj.biglobe.ne.jp

　☆　全ての問い合わせにＦＡＸはお断りします。

保険の付与 本大会当日のみ有効の保険を参加者・役員に付与します。当日のみの保険です。

飲食 ①昼食は済ませてご集合ください。また、水分は、各自でご準備ください。

②昼食は、２階会議室、２階フロア―が利用出来ます。競技フロアは飲み物のみ可とします。

お願い

　競技進行とﾚｰﾝ審判は、都協会審判部が対応致します。

個人情報 会報等に活用させて頂きます

　掲載の節はご了承
お願いします

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。

氏名・住所等 大会関係の資料のみに使用させて頂きます。

ご注意　２ 　　払い込み締切日は後日のご案内とします。

ご注意　３ 　　参加費締め後の払い込み金の払戻手数料は請求者負担とさせて頂きます。

競技役員の募集 本大会の役員は実行委員会・事務局で決めさせて頂きます。

(4)　参加料送金先及び
　締め切り日

参加費手続きの注意点

お願い　1

お願い　2

お願い　3

ご注意　１

　　　●参加申し込みに関する申請時の級・段位は　２０２０年３月末日認定とします。

　★申込開始　：　大会要項等の到着後開始とします。

　★申込締め　：　4月23日　（木曜日）

　　　締切日以降の変更は２０２０　年　４月　２３　日(　木　曜　日　)までとさせて頂きます。

　　　変更および取消は、事務局確認後参加申込書に「変更」と明記し　変更箇所を記入し再送付してください。

(3)　参加料申し込みと参
加費送金

☆申込書記載注意点 　　　●「会員番号」を記入してください。

　　　●「左向きの方」、「的の高さ１３０ｃｍの方」は、それぞれ指定欄に〇印を記入してください。

　　　●「聴覚障がい者」は、指定欄に〇印を記入してください。

　　　●「椅子・補助具」等を使用する場合は備考欄に「車椅子」「椅子」「補助具」等と記入してください。

　　　●その他特記事項については、備考欄に記入してください。

ＦＡＸの申し込
みはお断りしま

す。

reisen1819@nifty.com

郵　　　送
189-0014

東京都東村山市 4-8-27-1008

(２)申し込み方法 　１　大会参加申込方法  (申込みは大会要項に添い申し込みください。）

　２　申し込みは指定様式でお願いします。（ダウンロード可）

申込先 受付担当 中　山　玲　子 詳細は申込書に記載しています。

(10)お願い

募集要領 　１　大会実施要項、参加申込書、を一括案内させて頂きます。

(１)大会開催の告知 　　☆　参加費払い込み用紙は後日申込責任者に送付いたします。東京都スポーツウエルネス吹矢協会専用です。

　参加申込書の送付 　　　　「（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会」用紙での送金は禁止します。

(9)服装・履物

mailto:shibaura-arai@waltz.ocn.ne.jp　　全て小文字です
mailto:shibaura-arai@waltz.ocn.ne.jp　　全て小文字です
mailto:shibaura-arai@waltz.ocn.ne.jp　　全て小文字です
mailto:shibaura-arai@waltz.ocn.ne.jp　　全て小文字です


№

【参加費払い込み用紙は申込責任者に後日送付します。】 2020年3月10日

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容

　　　携帯　090-1408-2397

　　　携帯　080－1173－8011

　　　Ｅｍａｉｌ：katsu48692@ktj.biglobe.ne.jp

　　④当日受付は案内に沿ってください。

  　※　本大会における参加受付状況は、
　　　   東京都スポーツウエルネス吹矢協会ホームページをご覧ください。

以上よろしくお願いします。

大会事務局長　　　魁生　澄雄　

大会実行委員長　 井上　克治

　　②参加申込書は、実施要項・参加申込書記載例等に沿って記入してください。

　　　　　【記入漏れの無いようにお願いします。】

　　③大会参加費は、「東京都スポーツウエルネス吹矢協会」専用の払い込み用紙

　　　を後日申込責任者に送付します。ご使用ください。

　　　　　【（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会の払い込み用紙は使用できません。】

　　　　　【現金での受け渡しはお断りします。】

【　お　　願　　い　】

☆　今回のお届けは　①　大会実施要項　②　参加申込書　　③　当日スケジュール予定

　　　☆　送迎バス時刻表（役員の方は徒歩か路線を活用ください）

☆　参加申込書はメール版を別途総支部から発信します。ホームページよりダウンロード可能です

　　①実施要項を支部会員の皆様全員に周知徹底ください。

　　　　　【通達漏れの無いようにお願いします。】



№

【参加費払い込み用紙は申込責任者に後日送付します。】 2020年3月10日

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容

予定時間 内　容 時　間 備　　　　考

9:30

11:00

11:40

11:55 5

12:00 30

12:30 45

13:15 30

13:45 10

13:55 30

14:25 30

14:55 25

15:20 成績発表・表彰式 40

16:00 10

17:00

山本、小野瀬

協会本部副理事長　山田　信彦

東京都協会幹事　田中　敏行

ラウンド前　試矢（３本）含む。

協会本部副理事長　横田　博文

大会実行委員長　井上　克治

大会会長　都築　德良

審判長

センター所長　柴﨑　正次

司会進行

副審判長は両サイド確保

協力者紹介

協会挨拶

来賓挨拶

最高齢者：

休憩

２Ｒ

主催者挨拶

開会宣言

競技１Ｒ開始

集合写真

吹矢体操

選手宣誓

退館
片づけ

閉会宣言

講評

講評・閉会式

７０名　１６Ｌ（＋２Ｌ）　５名配置予定　試矢　3本

役員の皆さん準備をお願
いします。

先発役員

受付

集合写真撮影

吹矢体操

開会式

集計

4Ｒ

下記のスケジュール予定をご覧ください。

進行状況により、時間に変動があります。

当日スケジュール予定

３R


