
 
                               開  催  実  施  要  項  

 
１  大  会  名      令和２年度   福岡県高等 学校アーチェリー 新人 大会  
                 
２  主     催     福岡県高等学校体育連 盟・ 福岡県教育委員会 ・福 岡県アーチェリー 協会  
 
３  主     管     福岡県高等学校体育連 盟ア ーチェリー専門部  
 
４  期日会場     令和２年  ９月１２日 （土 ）  9:00弓具 検査 9:15競 技上 の 注意 9:30競技 開始(団体 戦･個 人戦) 
                      ９月１３日（日 ） 10:00競技 開始(団体 戦･個 人戦) 14:00表彰式 
                          ９月２０日（日 ）  9:30弓具 検査 10:00競技 開 始(個人 戦) 15:00表彰 式 
５  会   場     令和２年  ９月１２日 （土 ）  福岡県立柏陵高等 学校アーチェリー 場  
                     ９月１３日 （日 ）  福岡県立柏陵高等 学校アーチェリー 場  
             ９月２０日  (日 )  福岡県立柏陵高等 学校アーチェリー 場  
６  競技規則     ２０２０全日本アーチ ェリ ー連盟『ターゲッ ト競 技規則』による  
 
７  競技方法   （１） 競技は、１日目（ 日） ２日目（月）学校 対抗 の団体戦及び個人 戦  
          (70ｍ ﾗｳﾝﾄﾞ)３日目（日）個人戦 (30mﾀﾞﾌﾞﾙﾗｳﾝﾄﾞ) 
              （２） 団体戦・男女別学 校対 抗（団体の構成は １校 ３～４名とし、各 校上  
                            位３名の得点 の合計により順位 を決 定する。）  
       （ ３） 個人戦・個人戦の みの 参加を認める。  
 
８  引率・監督に つい て  
          （１） 引率責任者は、団 体の 場合は校長の認め る当 該校の教頭、教諭 、助
         教 諭、実習助手、常 勤講 師、 部活動指導員 （地 方公務員法第 22条の 2 

に示された者）又 は校 長とする。個人の 場合 は校長の認める当 該  
校又は他の学校の 教頭 、教諭、助教諭、 実習 助手、常勤講師 、 部活 動  
指導員（地方公務 員法 第 22条の 2に示された 者） 又は校長とす る。  

              （２） 監督、コーチ等は 校長 が認める指導者と し、 それが外部 指導者 の場
         合 は傷害・損害賠償 保険 （スポーツ安全保 健等 ）に必ず加入する こと
         を 条件とする。  
 
９  参加資格   （１） 選手は、学校教育 法第 １条に規定する高 等学 校に在籍する生徒 であ
         る こと。  
              （２） 選手は、本連盟加 盟校 の生徒で、本開催 要項 により参加の資格 を得
         た 者。  
       （ ３） 選手は、全日本ア ーチ ェリー連盟、福岡 県ア ーチェリー協会に 登録
         さ れた者であり、また、「 A.J.A.A.Fターゲッ トバッヂ 」グリーンバ ッ
         ヂ 以上の資格を取得 して いる者とする 。                           
              （４）年齢は、２００２年（ 平成１４年）４月２日 以降に生まれた者 とす  
                  る。ただし、出 場は同一 競技２回までとし 同一 学年での出場は１ 回限  
                  りとする。  
       （ ５） チームの編成は、 全日 制課程・定時制課 程・ 通信制課程の生徒 の混
          成を認めない。  
       （ ６） 統廃合の 対象とな る学 校については、当 該校 を含む合同チーム によ
          る大会参加を認め る。  
              （７） 転校 ・転籍後６か 月未 満の者の参加は認 めな い。（外国人留学 生も  

これに準じる。） ただ し一家転住等のや むを 得ない事由による 場合  
はアーチェリー専 門委 員会で調査し高体 連会 長の承認があれば この  
限りでない。  

              （８）参加選手は 、健康診断 の結果異常が認め られ ない者で、学校長の参  
                  加申込みを必要とす る。  
              （９）その他の事項につ いて は、全国高 等学校体育 連盟・九州高等学校    
                  体育連盟大会開催基 準要 項の参加資格に準 ずる 。                   
              （ 10）参加資格の特例                                                
            ア．上記 (1)(2)に定める 生徒以外 (3)~(9)の大会参加資格を満た し、 
          且つ本連盟が承認 した 生徒を、別途に定 める 規程に従い大会参 加  
          を認める。            
         イ ．上記 (4)のただし書き については、学 年の区 分を設けない課程 に在  

籍する生徒の出場 は、 同一競技２回限り とす る。        
ウ．学年の区分を 設け てある課程に在籍 する 生徒の出場は、２ 学年 ま

          でとする。  
 
 
10 参加制限   （１） 外国人留学生の参 加に ついては、団体に おい てはチーム出場枠 内で  



                    １名まで参加を認 める 。  
 
11 参加申込   ①高体 連の参加申込書に 記載 されている生徒個 人情 報について      
             利用目的等・大会 競技プロ グラムまたは福岡 県高 体連 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載   
                        ・参加資格の確 認（年齢・転校等）                        
              ・競技成績につ いては学校名・氏 名・ 成績（記録）のみ  
              公表する 事と する。                                   
              参加申込書の提出によ り、申込書記載の生 徒 の個 人情報は、上記 利用目 的

に使用する旨の承 諾を 得たものとする。  
       ② 所定 の申込用紙を使用 して 、 申 込書を２部作 成、 いずれにも公印を 捺印

のうえ９月３日（ 木） までに２部とも 下記に 提出すること。  
         そ の際、１部コピー を作 成して学校側で保 管し ておくこと。  
                      〒８１１－１３ ５３   福岡市市南区柏 原４ －４７－１  
                                柏陵高校 内     千代丸  雄晴  宛  
              
12 参加負担金  今年 度に限り、参加負 担金 は徴収しない。  
 
13 表     彰     団体戦   男女とも優勝校に 賞状及びカップ， 準優 勝校に賞状  
                個人戦   男女とも１位～３ 位に賞状  
 
14 取得資格   （１） 団体・男女とも団 体優 勝校は、第３ ５回 九州 高等学校アーチェ リー
          新人大会への福岡 県団 体代表校とする。  
 
       （ ２） 個人・男女とも、 個人 戦（ 70ｍラウンド）の 上位３名は、上記  
                          大会の参加資格 を得る。  

・男女とも、個人 戦（ ３０ｍダブルラウ ンド ）の上位３名は、  
                          上記大会の参加 資格を得る。  
15 感染症対策（ １） 以下、の事項に該 当す る場合は、自主的 に参 加を見合わせるこ と  
         ア  体調がよくない 場合 。（例：発熱・咳 ・咽 頭痛などの症状）  
         イ  同居家族や身近 な知 人に感染が疑われ る方 がいる場合。  
         ウ  過去 14日以内に政府 から入国制限、入 国後 の観察期間を必要 とさ

れている国、地域 等へ の渡航又は当該在 住者 との濃厚接触があ る
場合。  

       （ ２） 当日、急に症状が 出た 場合は保護者に連 絡し 帰宅させる。  
       （ ３） 周囲との身体的距 離を 確保して大会に参 加す ること。  
       （ ４） 行射の選手間スペ ース を１ｍ確保する。 （全 ア連感染症対策よ り）  
       （ ５） 矢を抜く際は、 1人ずつ自分の矢だけを 抜く こと。  
       （ ６） 他の選手の弓具に 触れ ず、握手・ハイタ ッチ 等の身体接触は控 える  
        （７） マスクを持参する こと 。（選手 は競技中 以外 はマスクを着用し 、選  

手以外の関係者は 常時 マスクを着用する こと ）  
（８）共用のタオ ル・ 飲み物は禁止。飲 料水 は個人で準備する こと 。  
（ 11）感染防止のため に主催者が決めた その 他の措置の遵守、 主催 者の指  
（９）会場設置の 消毒 液による指先消毒 を適 時行うこと。  
（ 10）大会会場まで往 復の移動は必ずマ スク を着用すること。  

示に従うこと。  
（ 12）大会終了後 2週間以内に新型コロ ナウ イルス感染症を発 症し た場合 , 

主催者に対して速 やか に濃厚接触者 等の 有無 について報告する こと 。 
（ 13）本大会の参加は 、選手・保 護者の 同意 の上で参加するこ と。  
(14) 顧問は必ず、選 手及び保護者から 大会 参加の同意書を取 り、 校長責

任のもと申込みを 行う 。 同意書は各学校 で保 管すること。  
   
16 その他       参加上の注意  
              （１） 団体、個人戦とも に選 手申し込み後のメ ンバ ー変更は認めない 。  
       （ ２） 選手の服装は、全 国高 等学校体育連盟ア ーチ ェリー専門部の服 装規  
                    定に準じる。  
       （ ３） 当該校は、大会初 日の 開会式までに九州 新人 大会出場時のメン バー  
                    を大会本部に報告 する こと。  
       （ ４） ３０ｍダブルラウ ンド に参加するものは 、高 校時アーチェリー 経験  
                    １年未満の者に限 る。  
       （ ５） 「 A.J.A.A.Fターゲットバッヂ」資格取 得に ついては、申請中 であ  
                    っても申請書等の 写し により証明できる 場合 はこれを認める。  
              （６） 競技は雨天決行と する 。  
 

※問合先     福岡県立 柏陵高等学校   千代 丸雄晴  ℡  092－ 566－ 3232  
 


