
第２回 西日本チャレンジカップ 小中学生アーチェリー交流大会 

開  催  要  項 

〈 公益財団法人 エネルギア文化・スポーツ財団 助成事業 〉 

１ 主 催  山口市アーチェリー協会 

２ 共 催  山口県アーチェリー協会  やまぐちジュニアアーチェリークラブ 

３ 後  援  山口市（予定） 山口市教育委員会（予定） 

４ 日 程  2020 年 3 月 20 日（金）～22 日（日） 

５ 大会会場  やまぐちリフレッシュパーク 第 2グラウンド 山口県山口市大内長野１１０７ 

        ℡ 083-927-7211  ホームページ http://tatara-sportsmura.com/refresh/ 

 ６ 研修宿泊  国立山口徳地青少年自然の家 山口県山口市徳地船路６６８ 

         20 日と 21 日の夜に研修及び交流会を行います。詳細は別紙をご参照ください。 

７ 競技種目  中学 2年生・中学 3年生 50m/30m ラウンド（80㎝的）個人・団体・MIX 

小学 6年生・中学 1年生 30m/18m（6 リング）個人・団体・MIX 

小学 5年生以下 18m/12m（6 リング）個人・団体・MIX 

※ 決勝は遠距離の的を使用します。 

８ 表 彰  個人各 1～8位 MIX・団体各 1～3 位 

※ 参加者数に応じて表彰数の変更をする場合もあります。 

※ 団体優勝のカップは持ち回りです。 

９ 競技規則  全日本アーチェリー連盟競技規則 2018～2019 ターゲットアーチェリーによる。 

１０ 参加定員  中学 2年生・中学 3年生 50m/30m 団体 男女各 8 チーム 

小学 6年生・中学 1年生 30m/18m 団体 男女各 8 チーム 

小学 5年生以下 18m/12m  団体 男女合わせて（男女混合も可）8 チーム  

※学年下のカテゴリーの選手が上のカテゴリーにエントリーすることは可能です。 

【エントリーについて】 

カテゴリーごとに、3人 1 組でエントリーしてください。 

ただし、チームが組めない場合は個人エントリーも可能です。 

個人エントリーの場合も団体戦を経験してもらいたいので、チームメンバーを主催 

者側で組み合わせます。ただし、個人エントリーで 3 人集まらない場合は団体戦の 

出場は無く、個人戦と MIX 戦のみとなりますので予めご了承ください。 



【MIX 戦について】 

MIX 戦のチーム組み合わせはエントリー時に決めてもらうか、未指定の場合は主催者

で決定します。通常のルールでは「男女混合」が MIX ですが、今大会は男男・女女

の組み合わせになる場合もあります。変則的になりますが、今大会の MIX 戦は交流

と経験の意味が大きいのでご理解ください。 

１１ 参加資格  全日本アーチェリー連盟競技者登録をしている、または 2020 年度登録予定のもの。 

１２ 参 加 費  選手：7,000 円（大会参加費、宿泊費、食費 2泊 6 食） 

         保護者・コーチ：6,000 円（宿泊・懇親会費、食費 2 泊 6 食） 

         ※日帰りで大会のみの場合、選手 3,000 円、保護者引率者は不要です。 

         ※応援の方の宿泊希望がある場合は、事前にご相談ください。 

１３ 申込方法  申込書（Excel）に必要事項を入力の上、メールでお申し込みください。 

         メール：yamaguchi.jr.archery@gmail.com 

         お問い合わせは、木原まで TEL：090-1182-4834 

         ※ スマートフォン等の場合、ＱＲコードを読み取って 

必要事項を入力して送信してください。 

メール受付後、必ず返信をします。 

3 日以内に返信がない場合は、お手数ですが電話でお問合せください。 

１４ 申込期日  2020 年 3 月 1 日（日） 

※ 定員超過の場合、早期に締め切ることもあります。早めにお申し込みください。 

１５ そ の 他  (1)プログラム・成績表に氏名と所属を掲載します。 

※ 成績表はインターネット（Ianseo.net）に掲載します。 

         (2)ゼッケンを付けるための安全ピン・クリップ等はご持参ください。 

         (3)スコアーの記入用に黒または青の“油性”のボールペンをご持参ください。 

(4)申し込み後のキャンセルについては、宿泊食費部分についてのみ返金します。 

(5)競技中の負傷等は応急処置のみとして、主催者はそれ以上の責任を負いません。 

(6)研修・宿泊施設への移動は、基本的には自家用車等で各自での移動になります。 

※ 送迎を希望される方は、エントリー時に予めお知らせください。 

 

 



《大会スケジュール》 

大会１日目  20 日（金） 【公式練習・開会式】 

  12:30～14:20 受付・用具検査・公式練習 

        14:30～15:00 開会式・ルール講習会 

               研修・宿泊施設へ移動 

        ※時間内に到着できない場合の用具検査は、翌 21 日（土）の競技開始前に行う。 

 

 大会２日目  21 日（土） 【予選ラウンド・MIX 決勝・団体決勝】 

  9:30～12:00 予選ラウンド（個人 36射×2） ※開始前に 4分 2 回の練習を行う 

        13:00～13:10 MIX 練習 

13:20～13:40 MIX1/8 マッチ 

13:50～14:10 MIX1/4 マッチ 

        14:20～14:40 MIX 準決勝 

14:50～15:10 MIX3 位決定戦・決勝 

        15:20～15:30 団体練習  

        15:40～16:00 団体 1/4 マッチ 

16:10～16:30 団体準決勝 

        16:40～17:00 団体 3位決定戦・決勝 

               研修・宿泊施設へ移動 

 

 大会３日目  22 日（日） 【個人決勝・閉会式】 

        10:30～11:10 1/16 マッチ ※開始前に 2分 2回の練習を行う 

11:20～11:40 1/8 マッチ 

11:50～12:10 1/4 マッチ 

        12:40～13:00 準決勝 

13:10～13:30 3 位決定戦・決勝 

14:00～14:20 表彰式・閉会式 

 

※ エントリー状況や進行状況によっては、時間を変更することもあります。 



《研修・交流会について》 

西日本（全国）各地の小中学生選手・指導者・保護者の更なる結束力強化とレベルアップを目的とし、 

以下のスケジュールにて研修・交流会を開催します。青少年自然の家を利用するため多少の制約はあり

ますが、皆さまの積極的なご参加をお願い致します。 

なお、研修会・講話参加者の方には、「WEST JAPAN ARCHERY TEAM」ピンバッジを進呈する予定です。 

 

研修会講師：田畑 隼剛 選手 TBT Athletes Mgt 

1440ラウンド日本記録保持者(1355点)、2013ワールドカップ上海大会で銅メダル獲得など世界で活躍。 

一度は現役を退いたが、2019 アジアカップで復活、団体・MIX の銅メダルを獲得した。 

 

青年の家でのスケジュール 

20 日(金) 

15:45～    入所式・チェックイン 

17:00～17:15 夕べのつどい 

17:30～19:00 夕食・入浴 

19:00～20:00 交流【チームの結束力アップ！キャンプファイヤー】（雨天時はキャンドルのつどい） 

20:00～22:00 引率者・保護者研修 研修テーマ「ジュニアアスリートの育成」 

       講師による研修の他、ディスカッションを多く行う予定です。 

21 日(土) 

7:10～ 7:25 朝のつどい 

7:30～ 8:00 朝食 

       大会 

18:00～19:30 夕食・入浴 

19:30～21:00 講話 テーマ「挑戦 “Challenge”」 

21:00～22:00 保護者・コーチ懇親会 

22 日(日) 

7:10～ 7:25 朝のつどい 

7:30～ 8:00 朝食 

8:45～ 9:30 退所点検 


