
2019 年度　関東学連主催
第６回　高柳杯兼 SHIBUYAアカデミックカップ　実施要項

1. 日　　程

2. 会　　場　 はらっパーク宮代

2019 年　11 月 9 日 ( 土 ) 個人戦　　　　11 月 10 日 ( 日 ) 団体戦

3. 競技種目 ・ＲC 部門　予選：

距離はＲC、CＰ共に７０m(CＰのみのチームでも７０m)
ＲC、CＰ混合チームも可

・CＰ部門　予選：

３０m ラウンド
５０・３０m ラウンド

※個人戦　全日本アーチェリー連盟公認 (５０・３０m ラウンドは除く )
※団体戦　全日本アーチェリー連盟非公認

4. 競技規則 ( 公社 ) 全日本アーチェリー連盟競技規則 2018~2019 年を適用（一部運営上の例外有）

5. 選手集合 個人戦：午前 8 時 00 分 団体戦：予選 A グループ　午前 8 時 00 分
　　　　予選 B グループ　午前９時 05 分

７０m ラウンド　　　　決勝：オリンピックラウンド

５０m ラウンド　　　　決勝：オリンピックラウンド

6. 定　　員 個人戦：200 名 ( 各部門合計 ) 団体戦：80 チーム (240 名 )

団体戦：3,000 円 / 人

7. 参加資格 18 歳以上の全日本アーチェリー連盟会員（高校生以下除く）
＊関東学生アーチェリー連盟所属の学生に限らず、
　18 歳以上で全日本アーチェリー連盟の会員の方であればどなたでも参加できます。

8. 参 加  費 個人戦：3,000 円

9. 申込期限 11 月 2 日 ( 土 ) 必着　　※定員に達し次第締め切らせていただきます。

10. 申 込 先 総務委員会 大会担当 福原　　fukuhara.gakuren@gmail.com

申込専用ファイルを本連盟 HＰよりダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、
上記メールアドレスにてエントリーとさせていただきます。
※個人参加を除き、加盟団体毎の申込のご協力をお願いしております。
※団体戦エントリーに関してはチームの代表者がまとめて行なってください。

団体戦はＲC、CＰ混合のチームで出場することができます。
団体戦の参加人数が多数の場合、くじ引き抽選会にて豪華景品をご用意いたします。

個人戦

団体戦

多数奮ってのご参加をお待ちしております。
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タイムスケジュール
１１月９日【個人戦】

１１月１０日【団体戦】

個人戦予選ラウンド
　　７：３０　　開場

　　７：３０　　開場

　　８：００　　選手集合
　　８：１０　　選手チェック・用具検査
　　８：４０　７０m / ５０m / ５０・３０m ラウンド開始
　１１：４０　７０m / ５０m / ５０・３０m ラウンド終了
個人戦決勝トーナメント
　１２：３０　　コンパウンド決勝
　１３：００　　男子１回戦
　１３：３０　　男子２回戦・女子１回戦
　１４：００　　男子３回戦・女子２回戦
　１４：３０　　男子・女子準決勝戦
　１５：００　　男子・女子３位決定戦
　１５：３０　　女子決勝戦
　１６：００　　男子決勝戦

団体戦予選ラウンド

( 予選Ａグループ )
　　８：００　　選手集合
　　８：１５　　選手チェック・用具検査 ( くじ番号配布 )
　　８：４５　　競技開始
　　９：３０　　競技終了
( 予選Ｂグループ )
　　９：０５　　選手集合
　　９：２０　　選手チェック・用具検査（くじ番号配布）
　１０：００　　競技開始
　１０：４５　　競技終了

　１１：３０　　練習
　１１：４５　　１回戦１回目
　１２：１５　　１回戦２回目
　１２：４５　　２回戦
　１３：１５　　準々決勝戦
　１３：１５　　準々決勝戦
　１３：４５　　準決勝戦
　１４：２０　　３位決定戦
　１４：５０　　決勝戦

団体戦決勝ラウンド

　１５：２０　　競技終了
ー全競技終了後　くじ引き抽選会ー
注）　大会参加人数や当日の進行状況により多少の変更が生じる場合があります。
また、くじ引き抽選会は団体戦参加者のみ行います。ご了承ください。
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競技詳細１
【決勝トーナメント進出条件】

個人戦：男子上位３２名、女子１６名 (ＣＰ含む )
ＣＰ部門の決勝ラウンドは決勝戦のみ行う。
団体戦：３２チーム (ＣＰ含む )

【個人戦について】
◆RC 部門

◆ＣＰ部門

◇新人ラウンド (５０・３０m ラウンド )
・男女共に５０・３０m 各３６射　合計７２射　８０cm 的紙使用
・４分６射

・４分６射

・４分６射

◇予選ラウンド (７０m ラウンド ) / ３０m ラウンド

◇予選ラウンド (５０m ラウンド ) 

・男女共に７０m３６射 ×２　合計７２射　１２２cm 的紙使用
・男女共に３０m３６射 ×２　合計７２射　８０cm 的紙使用

◇決勝ラウンド ( セットシステム )
・男女共に７０m　１２２cm 的使用
・セットごとの勝ち、引き分け、負け、で獲得するポイントの合計点でマッチの勝者を決定する。
・勝ち→２ポイント　引き分け→１ポイント　負け→０ポイント
・全ての試合を３射５セットマッチ、６ポイント先取のセットシステムで行う。
１回戦～決勝戦まで 2 分３射の同時射ちを行う。
※シュートオフの場合は１射４０秒を一回行う。同点だった場合は射ち直しとする。

・５０m３６射 ×２　合計７２射　８０cm６リング的紙使用

・３射５エンドの合計得点により競う。( セットシステムは用いない )

◇決勝ラウンド 
・５０m　８０cm６リング的紙使用

・２分３射　同時射ち
・５エンド後、同点の場合１射 40 秒のシュートオフを１回行う。同点だった場合は射ち直しとする。
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競技詳細２

【団体戦について】
①　同一チーム内で一度に１名の競技者のみがシューティングラインに立つことができる。他の２名の

競技者は、その１名の競技者が１m ラインの後方に後退するまでの間は１m ライン後方で待機する。
②　競技者はどの順番で行射しても良い。
③　競技者はシューティングラインに立つまで矢をクィーバーから取り出してはならない
④　①や③の行為を行なっているチームに対して、ラインジャッジはイエローカードをもって注意を促す。

その際当該チームは、イエローカードが挙がっている理由をラインジャッジに尋ねることができ、
一度１m ライン後方に下がって再び射線に入ることで、イエローカードは解除される。

⑤　イエローカードが挙がっている状態でそのチームが行射をした場合、後方審判がレッドカードを
挙げそのエンドにおけるチーム得点の最高点を削除する。

◇団体戦予選ラウンド

◇団体戦決勝ラウンド ( セットシステム )

・フリープラクティスは３名のうち１名がＳL に入り行射 ( 縦射ち ) しても、３人で同時に
行射 ( 横射ち ) しても良い。また、2 分本数無制限で行う。

・各チーム 2 分６射 (１チーム３名で各競技者２射ずつ ) を６エンド行う。
・合計３６射３６０点満点
・予選ラウンドは１立ちで行い、１チーム１標的を使用する。（参加チーム数により、変更の場合も有）

・予選の得点によりトーナメント表に割り付ける。
・７０m　１２２cm 的紙使用
・各チーム２分６射（１チーム３名で各競技者２射ずつ）を最大４エンド。
・５ポイント先取のセットシステムを同時射ちで行う。
・４エンド後に同点の場合は、１分３射（１チーム３名で各競技者１射ずつ）を同時射ちで行い、

勝ったチームに１ポイントが入る。同点だった場合は射ち直しとする。
・決勝戦・３位決定戦は、各チーム２分の制限時間内で１人１射、合計３射を交互に２回ずつ、

４エンド５ポイント先取のセットシステムで行う。
・４エンド後に同点の場合は、１分３射（１チーム３名で各競技者１射ずつ）を交互射ちで行い、

勝ったチームに１ポイントが入る。同点だった場合は射ち直しとする。
・全ての対戦は、トーナメント表に記載されている標的番号の的を射つ。
・跳ね返り矢、ぶら下がり矢、貫通矢によって競技を中断する事はない。
・用具に破損があっても、制限時間は延長されない。ただし、制限時間の範囲内で、

シューティングラインを離れて修理または交換を行い、戻って残りの矢を行射することができる。
また、その間に、そのチームの他の競技者が行射することができる。
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参加申し込みについて

【入力上の注意事項】
・出場者確認表、チーム申請書のエクセルファイルをホームページにアップいたします。
必要事項を記入例に従って漏れなく記入してください。
・出場者確認表は、ファイル名を『（所属団体）　出場者確認表』として提出してください。
・チーム申請書は、ファイル名を『（チーム名）　チーム申請書』として提出してください。
・チーム申請書は、チーム責任者が大学生の場合はその所属大学がまとめて提出してください。
チーム責任者が大学生でない場合は、チーム責任者個人で提出してください。

【キャンセル料について】
・キャンセル料は、申し込み締め切り後は全て全額徴収（個人戦は 3,000 円、団体戦は 3,000 円）と

致しますので予めご了承ください。

【申込方法】
・参加申込は全てメールで受け付けております。
・別にアップしました「出場者確認表」「チーム申請書」に必要事項を入力し、そのファイルを下記の
「選手登録名簿送付先」まで送ってください。その際、件名を大学からの申し込みは【大学名】高柳杯申込
に、その他の方の申し込みは 高柳杯申込 に統一して頂きます様、よろしくお願い致します。

・またこれまで同様、「 その他質問等連絡先 」にも申請ファイルを送った旨の連絡をしてください。
申請ファイルの確実なやり取りを行うものですので、お手数ですがよろしくお願い致します。

・必ず、大学ごとに担当の方が申し込みをするようお願い致します。個人での申し込みは個人加盟校、
その他地区協会およびその他地区学連の方以外受け付けませんのでご注意ください。

・その他、大会の登録に関しまして質問等ございましたら大会担当の福原までご連絡ください。
・締切日以降の申し込みは受け付けません。ご了承下さい。

【公欠届について】

【その他】

・出場者確認表の記入欄に必要枚数を入力してください。試合当日の代表者に直接お渡し致します。

・団体戦／個人戦両日参加の必要はございません
・関東学生アーチェリー連盟所属の方は参加費を後日代会にて学校ごとに請求いたします。

上記以外の方は当日納入をお願いいたします。
その他ご不明点などがございましたら以下の連絡先までご連絡ください。
関東学生アーチェリー連盟
競技委員長 中村侑志郎　ksaf61.kyogi＠gmail.com
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注意事項
・競技中の服装は、競技規則に従います。ただし、今大会団体戦は他大学の者とチームを組んだ場合、

ユニフォーム統一を図ることは困難なため、各大学のユニフォーム（※所属大学名が入っている事、
ポロシャツ可）もしくは、統一されたユニフォームの着用（所属大学名が入っていなくても可、ポロ
シャツ可）とします。同大学の者とチームを組んだ場合は、ユニフォームを統一してください。防寒着、
雨具の利用やそのデザインは自由です。ただし、スウェットの着用は認めません。

・個人戦、団体戦ともにゼッケンを作ってきてください。個人戦に出場される選手の皆様はフォーマット
をもとに作成をお願いします。（ゼッケンのフォーマットは別途 HP でお知らせします）

・フォーマットは必ず A4 サイズで印刷してください（ゼッケンで使用するときはその半分の A5 サイズ
になります）。団体戦出場者のゼッケンは A4 または B5 サイズで、見やすいように大きく文字を書いて
ください。読みにくい場合は書き直しをお願いする場合があります。

・個人戦出場の方は、男子は黒のマジック、女子は赤のマジックで数字やアルファベットを塗りつぶして
書いてください。

・安全ピン等でしっかり留めてください。
・四隅をガムテープで補強するなど外れないようにしてください。
・雨の場合は透明のビニールに入れるなどの対応をお願いします。
・（例）

チーム関東学連

・ゼッケンはクイーバーにつけてください。
・競技を円滑に進行するためには選手の皆様のご協力が必要です。ですので、矢取りの際などは走ってい

ただくように指示をすることがあります。守っていただけない場合は１度口頭注意をした後、改善され
ない場合は警告をします。警告が２回で大会運営における遅延行為として退場処分を命じることになり
ますのでご注意ください。

・各エンドの最後の矢を射った後にスコープを覗く行為は禁止されています。行射終了後は WL 後方まで
速やかに戻ってください。

【アクセス】
◇電車でお越しの場合
・東武スカイツリーライン東武動物公園駅より２.７km

徒歩約３５分
・東武スカイツリーライン姫宮駅より２.４km

徒歩約３０分
◇お車、バイクでお越しの場合
・東北自動車道久喜ＩＣから約１０km

蓮田スマートＩＣから約６km
◇駐車場　１２０台
宮代町はらっパーク宮代
http://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/halappark/index.html


