
文部科学大臣杯争奪 

第47回全国身体障害者アーチェリー選手権大会 フェニックス熊本大会 

開催要項  

１ 目  的： この大会は、身体障害者がアーチェリーを通じて機能回復と体力の維持増強を図

り、相互に親睦を深めアーチェリー競技力の向上と自立更生の実をあげることを目

的とする。 

２ 主  催： （一社）日本身体障害者アーチェリー連盟  

３ 主  管： 第４７回全国身体障害者アーチェリー選手権大会実行委員会 

身体障がい者アーチェリークラブ火の国 

熊本県アーチェリー協会 

４ 後  援： 文部科学省 熊本県 菊陽町 熊本障がい者スポーツ指導者協議会 

        熊本県社会福祉協議会 熊本県共同募金会 熊本善意銀行 熊本日日新聞社 

        ＮＨＫ熊本放送局 ＲＫＫ ＴＫＵ ＫＫＴ ＫＡＢ ＦＭＫ    （予定） 

５ 協  力： 熊本県立熊本第二高等学校 東海大学付属熊本星翔高等学校 

熊本県立八代清流高等学校 菊陽町立菊陽中学校   

菊陽町立武蔵ｹ丘中学校                      （予定） 

６ 会  場： 菊陽杉並木公園特設アーチェリー場 

       （熊本県菊池郡菊陽町大字原水5326） 

７ 期  日： 平成30年9月29（土）～30日（日） 

８ 日  程： 9月29日（土）  

         13：00～13：30     受付 



         13：00～15：30     用具検査・公式練習（4分6射） 

                    ※29日に用具検査を受けた選手は、30日の検査は不要 

                    ※準備が整った者から練習可。（時間管理あり4分6射） 

9月30日（日） 

          8：00～ 8：30     受付 

          8：30～ 9：10     用具検査・公式練習 

                    ※用具検査は前日未検査の選手のみ行う。 

                    ※準備が整った者から練習可。（時間管理あり4分6射） 

          9：10～ 9：40    アトラクション(予定) 

          9：45～10：00    開会式 

         10：05～11：30    競技開始（前半） 

         11：30～11：45    休憩 

         11：45～13：10       競技（後半） 

         13：10～14：00    昼休憩 

         14：15～14：35    表彰式・閉会式 

９ 競技種目： リカーブ部門     男 ・ 女 70ｍＲ（122ｃｍ的使用） 

        コンパウンド部門   男  ・女 50ｍＲ（80ｃｍマルチ的6リング使用） 

        コンパウンドＷ１部門 男女混合 50ｍＲ（80ｃｍ的使用） 

              団体戦        ※リカーブ部門・コンパウンド部門共に、都道府県ごと

にそれぞれの記録における上位３名の合計点による。 

10  競技規則： 全日本アーチェリー連盟競技規則（2017～2018年）及び日本身体障害者アー

 チェリ－連盟競技規則、本大会申し合わせ事項による。 



【競技方法及び注意事項】 

①行射後は、シューティングラインよりウェイティングライン後方に移動するか

審判に終了したことが明確に分かるように、弓を膝の上またはボウスタンド

に置くこと。 

②行射終了後は、シューティングライン上でスコープ等で標的を確認しないこと。 

行射後に標的を確認する場合は、ウェイテイングライン後方から行うか、矢取

り、看的の間に確認すること。 

11 参加資格： ①平成30年度（一社）日本身体障害者アーチェリー連盟及び平成30年度（公社）

全日本アーチェリー連盟に競技者登録済の者 

         ②前年度東京大会（平成29年9月3日）から今大会エントリー締切日（平成30年8

月20日）までに全日本アーチェリー連盟公認大会において、下表《基準点一覧

表》の成績を収めた者及び大会実行委員会が認めた者 

      《基準点一覧表》 

種   別 得  点 

リカーブ部門 ７０ｍＲ ４５０点以上 

コンパウンド部門 ５０ｍＲ（６リング標的） ５００点以上 

Ｗ１コンパウンド部門 ５０ｍＲ（80ｃｍ標的） ４５０点以上 

 

12  表  彰： ①リカーブ部門（男女）コンパウンド部門（男女、Ｗ１）の優勝者には、文部

科学大臣杯（持回り）及び賞状を授与する。 

         ②個人戦は、種別、男女別に１位～６位までを表彰し、記念品を授与する。 



        ※但し、参加人数により変更する場合あり 

        ③団体戦で優勝したチームには、日本身体障害者アーチェリー連盟会長杯（持回

り）を授与する。 

13 申込方法： 別紙参加申込書、看的委任状に必要事項を記入の上、平成３０年８月２０日(月)

（消印有効）までに、下記宛に申し込むこと。 

参加申込期限までに入金をお願いします。 

       入金が確認次第「参加決定通知書」を郵送します。 

14 申 込 先： 〒863－0013 熊本県天草市今釜新町3604コーポ辻本白和Ａ 

        身体障がい者アーチェリークラブ 火の国 事務局 松本 弥生 

                        Ｅ-mail ：pigumon@a.acn-tv.ne.jp 

                        TEL/FAX ：0969-23-4630 

                        携帯電話：090-4770-6392 

15 振 込 先： 振込口座 肥後銀行本渡北支店 普通預金 ４６８５０４ 

         口座名義 身体障がい者アーチェリークラブ 火の国 会計 松本弥生 

16 参 加 費： 4,500円   弁当はお茶付600円 

17 宿  泊： 宿泊を希望される方は別紙宿泊案内をご参照の上各自で申込みをお願いします。 

主催者側での斡旋等は行っておりません。 

18 障害保険の加入について 

       主催者において、障害保険に一活加入する。大会では応急処置しかできないので

参加にあたっては、自己の責任において健康と安全に十分留意すること。 

19 個人情報の取り扱いについて 

       主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、取得した個人情報は大会の資格



審査及びプログラム編成・作成、記録発表、その他競技運営並びにアーチェリー競

技に必要な連絡等のみに利用する。 

20 そ の 他 

（１） 本大会は、（公社）全日本アーチェリー連盟の公認大会として行う。 

   （２） 本大会は、国際社会への参加候補選手選考の対象大会とする。 

   （３） 矢取り、看的については、得点記録員が代行するので、参加申込書兼看的委任状

に各自署名捺印して申し込むこと。 

   （４） 荒天時の競技中止については、大会当日の午前７時までに熊本県アーチェリー協

会ホームページに掲載します。ホームページを確認して下さい。 

       緊急連絡先：090-4770-6392  担当 松本 

（５） 大会期間中撮影した画像、映像は、日本身体障害者アーチェリー連盟の競技普及

に関する広報に使用する。 

（６）クラス分けを行います。(九州地区参加者優先 ) 



第41回 火の国杯争奪兼第43回九州身体障害者アーチェリー選手権大会 

       （全日本アーチェリー連盟公認） 

１ 目的 

  この大会は、身体障害者がアーチェリーを通じて機能回復と体力の維持増強を図り、相互

に親睦を深め、アーチェリー技術の向上と障害者の社会参加の促進に寄与することを目的と

する。 

２ 主催 

熊本県障害者スポーツ・文化協会 

九州身体障害者アーチェリー協会 

３ 主管 

身体障がい者アーチェリークラブ 火の国 

   熊本県アーチェリー協会 

４ 後援 （予定） 

   熊本県 菊陽町 （一社）日本身体障害者アーチェリー連盟 

熊本障がい者スポーツ指導者協議会 熊本県社会福祉協議会 熊本県共同募金会 

熊本善意銀行 熊本日日新聞社 ＮＨＫ熊本放送局 ＲＫＫ ＴＫＵ ＫＫＴ ＫＡＢ 

ＦＭＫ 

５ 協力 （予定） 

   熊本県立第二高等学校 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県立八代清流高等学校 

   菊陽町立菊陽中学校 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校 

６ 期日 

   平成30年9月30日（日） 



７ 会場 

   菊陽杉並木公園特設アーチェリー場   (熊本県菊池郡菊陽町大字原水5326) 

８ 日程 

    8：00～ 8：30  受付 

    8：30～ 9：10  用具検査  

9：10～ 9：40  アトラクション(予定) 

    9：45～10：00   開会式 

   10：05～11：30   競技開始（前半） 

   11：30～11：45   休憩 

   11：45～13：10   競技（後半） 

   13：10～14：00   昼休憩 

   14：15～14：35   表彰式・閉会式 

９ 競技種目 

・リカーブ部門      男・女 70ｍＲ     （一般・身体） 

                   50・30ｍＲ   （一般・身体） 

                    30ｍWＲ     （一般・身体） 

20ｍｗＲ    （一般・身体） 

・コンパウンド部門   男・女  50ｍＲ     （一般・身体） 

50.30ｍＲ    （一般・身体） 

                    30ｍｗＲ    （一般・身体）   

                    20ｍｗＲ    （一般・身体）  

10 競技方法 



  (1) 競技は、日本身体障害者アーチェリー連盟競技規則及び全日本アーチェリー連盟競技

規則、本大会申し合わせ事項により実施する。 

  (2) リカーブ部門70ｍＲ・60ｍＲ及びコンパウンド部門50ｍＲは全日本アーチェリー連盟

公認競技とする。 

(3)クラスは、男女別に次のとおりとする。 

   ①身体障害者個人の部 

・リカーブ部門 

       70ｍＲ 

       Ａ級 （50.30ｍＲ）Ｂ級（30ｍｗＲ）Ｃ級（20ｍｗＲ） 

シニア級（50.30ｍＲ、30ｍｗＲ） 

・コンパウンド部門                                   

       50ｍＲ 

       Ａ級（50.30ｍＲ）Ｂ級（30ｍｗＲ）Ｃ級（20ｗＲ） 

シニア級（50.30ｍＲ、30ｍｗＲ） 

②身体障害者団体戦の部 （各県対抗） 

競技種目 ハンディ 

 70ｍＲ 0 点 

リカーブ 50.30ｍＲ 0 点 

 30ｍｗＲ -30 点 

 50ｍＲ -30 点 

コンパウンド 50.30ｍＲ -50 点 

 30ｍｗＲ -80 点 

※総合得点から当該競技種目のハンディ点を減点後の上位3名の合計得点により競う。 

 



③一般の部 

・リカーブ部門 

70ｍＲ、50.30ｍＲ、30ｍｗＲ、20ｍｗＲ 

    ・コンパウンド部門 

      50ｍＲ、50.30ｍＲ、30ｍｗＲ、20ｍｗＲ 

11 表彰 

   ①身体障害者個人の部（リカーブ・コンパウンド） 

     男子・女子（各クラス）優勝・準優勝・3位 

②身体障害者団体の部   優勝・準優勝・3位 

     ※団体の部、優勝チームに「火の国杯」を授与する。 

   ③一般の部（リカーブ・コンパウンド） 

     男子・女子（各クラス）優勝・準優勝・3位 

   ※但し、各部の出場者数が5名以下の場合、表彰は優勝のみとする。 

12 参加資格 

①九州身体障害者アーチェリー協会及び各県身体障害者アーチェリー協会が認めた者又

は九州アーチェリー連盟会員を原則とする。 

   ②九州地区以外からの出場者は、日本身体障害者アーチェリー連盟会員で全日本アーチェ 

リー連盟登録者とする。 

   ③シニア級は、平成30年4月1日現在で60歳以上の者とする。 

   ④一般（障害のない人）の場合、他の出場者が多い場合は、申込み順により参加できない

こともある。 

 



13 参加料 

   1人3,000円とする。但し、高校生 2,000円、小中学生 1,000円とする。 

   ※弁当は、お茶付600円で斡旋します。 

14 申込み方法 

   ①参加申込は、団体別に別紙申込書により大会事務局に申し込んで下さい。 

   ②参加料振込先 

    （名義）身体障がい者アーチェリークラブ 火の国 会計 松本弥生 

    （銀行名）肥後銀行 本渡北支店 （口座番号）普通 468504 

15 大会事務局 

   申込先 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3604コーポ辻本白和Ａ 

       身体障がい者アーチェリークラブ 火の国事務局 松本弥生 

          TEL/FAX  0969-23-4630 携帯090-4770-6392 

          Ｅメール  pigumon@a.acn-tv.ne.jp 

 

16 申込み締切 

   平成３０年８月２０日（月）必着（厳守） 

17 その他 

一旦、納入された参加料及び弁当代等は、返金できません。 

 

mailto:pigumon@a.acn-tv.ne.jp

