
理事会議事録 

日  時  2022 年 10 月 5 日 

場  所  渋谷区スポーツセンター第 1・２会議室 

注  記  議長：松村、 書記：成田 

出席者(敬称略)： 

松村（理事長）、池澤（副理事長）、富樫（副理事長）、祝迫（事務局長）、堀（千代田）、石渡（中央）、 

小林（台東）、小杉（江戸川）、浅見（八王子）、西崎(三鷹)、澤口（青梅）、中内（小金井）、古橋（日野）、 

斉藤（西東京）、礒(目黒)、坂本（世田谷）、飯泉(渋谷)、赤松（町田）、近藤（新宿）、川村（杉並）、 

小野寺（豊島）、山本（北）、小林（板橋）、川上（練馬）、神谷(関東学連)、林(関東学連)、成田（会計、書記） 

 

●報告事項 

【理事長】 

1. 駒沢第一球技場の畳処分 

・すでに 4 年間使用しており、替え時ではありましたが、9/19 の雨天で畳が濡れて 

しまい、臭いが出ているので先行処分をする段取りをしている。 

通常処分費用は 2,000 円/枚であるが、水を含んでいる状態のため 4,000 円/枚かかる見込み。 

 

2. 都ア協でのナショナルトレーニングセンターの取扱い 

・今年度のナショナルトレーニングセンター（エリートアカデミー）は、都ア協傘下の団体として、 

各区市ア協と同じ取扱いとした。団体コードは「90」 

来年度以降の取り扱いについては検討しており変更する予定。 

 

3. 関東フィールド派遣審判員 

・東京都からは、鈴木 桂さん(千代田区・１級)を派遣予定 

 

【競技部会】  

特になし 

 

【普及育成部会】 

1． 来年度トップアスリート 14 期候補生、競技体験会実施 

1 回目： 9 月 19 日 江戸川区総合体育館アーチェリー場 32 名参加 

 協力： 日本体育大学アーチェリー部様 

      江戸川区アーチェリー協会様 

      江東区アーチェリー協会様 

 ありがとうございます。 

 

2．2022 年度東京都第 2 回小学生・中学生オープン大会 

  10 月 2 日、夢の島公園アーチェリー場にて実施 

42 名参加 

 

3. 来年度トップアスリート 14 期候補生、競技体験会実施予定 

2 回目：10 月 10 日 江戸川区総合体育館アーチェリー場 予定人数 男子 18 名、女子 20 名 

江戸川区アーチェリー協会からの協力出席者 4 名について連絡があった。  



 

【強化部会】 

１． TEAM 東京 国体強化事業 

・第 6 回 ISPS HANDA CUP に出場（9 月 17 日～18 日）  

 →予選結果（17 日）； 

少年男子 吉田 549 点、富岡 487 点、小宮 551 点 計 1,587 点(20 位) 

少年女子 岸本 518 点、勅使河原 490 点、阿久津 505 点 計 1,513 点(19 位) 

成年男子 小林 621 点、平林 624 点、木下 592 点 計 1,837 点(7 位) 

成年女子 市村 576 点、浅岡 614 点、西岡 582 点 計 1,772 点(8 位) 

 →団体戦は台風接近のため中止（18 日） 

 

・練習会及び 2022 年第 5 回強化記録会実施（9 月 24 日～25 日)  

→24 日(土) 中止、台風接近のため 

→25 日(日) 14 名の選手参加 

午前：70MＲ公認記録会 午後：団体戦(交互射ち、ＳＯも確認)  

   

・東京都選手団結団式に出席（9 月 24 日） 

→出席者：浅岡知穂選手(成年女子)、齊藤 

 

・第 77 回国民体育大会への移動手段決定（10 月 7 日～10 日）                   添付① 

→株式会社ＫＳトラベルにて、53 人乗大型バスを手配 

   見積：379,660 円                                         

(バス代金 317,900 円、高速道路代：25,460 円、運転手宿泊代 3 泊：36,300 円) 

  上記に弁当代が追加される。 

 

２． 13 期生トップアスリート発掘・育成事業 

・第 14 回練習会 9 月 4 日(日) (世田谷公園)    選手 5 名出席(18Ｍ・30Ｍ) 

・第 15 回練習会 9 月 18 日(日)(世田谷公園)    練習場浸水のため中止 

・第 16 回練習会 9 月 23 日(金・祝)(世田谷公園)  選手 4 名出席(18Ｍ・30Ｍ) 

 ※10 月の予定 

    2 日(日) 2022 年度東京都第２回小中学生オープン大会出場 

   15 日(日) 第 18 回練習会(江戸川区総合体育館アーチェリー場) 

   23 日(日) 第 19 回練習会(世田谷公園)  

 

【審判部会】  

1. 競技規則改正に伴う伝達講習会 

・受講者名簿提出済み：全加盟団体から提出を受けた。 

中央区、文京区、江戸川区、墨田区、目黒区、町田市、小金井市、青梅市、 

千代田区、小平市、東久留米市、八王子市、渋谷区、世田谷区、西東京市、 

日野市、葛飾区、豊島区、北区、港区、三鷹市、杉並区、新宿区、多摩市、 

台東区、江東区、板橋区、練馬区 

(受講者名簿の提出順に記載)   

 

2. 第 3 回審判員フォローアップ講習会 

10 月 16 日(日)夢の島公園アーチェリー場にて開催予定。 

5 名(江東区ア協、世田谷区ア協、江戸川区ア協)の申し込み。 

・栃木国体に関東ア連から小杉さんが出役されている。 



 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

特になし 

 

【東身ア協】  

返答なし 

 

●協議事項 

【副会長】 

1. 都ア協功労表彰への推薦について                               添付⑨ 

この度の功労表彰に関して次の方々についてお認めいただき、都ア協会長に 

おいて推薦願いたい。 

 

以下を修正することで異議なく表彰することとした。 

・常任理事歴任者に川上 憲二氏を追加する。 

・常任理事歴任者の穂苅 美奈子 氏の所属を高体連から杉並区に修正する。 

・「*物故者を除く」の記載位置を《被表彰者案》の所に移動する。 

 

なお、高体連から新たに選手育成の貢献度が高い佐富久美氏の追加要望があり、 

これを受理することとした。 

 

【理事長】 

1. Kitos 試験導入を白紙に戻したい 

① 再検討をしたが 1 試合当たりの費用が高く（約 35,000 円/試合）、フィールドを除く 

40 試合で採用したとして、年間 140 万円の費用増となってしまう。 

また、インドアでの試験導入を考えていたが、希望部に収める作業からの手順を 

含め、関係各所を手順の打ち合わせをする時間を確保できなかった。 

 

② 課題は「公認競技会あり方審議会」で今後の方向を再確認していきたい。 

・事前集金とするか（当日の大会総務の負担軽減） 

・個人エントリーを認めるか（各区市ア協の取り纏め負担軽減） 

・前述２つに関わる手順の構築、役員・会員への周知 

 

9 月常務理事会でテスト運用することとしていた Kitos 試験導入をペンディングとし、 

②において検討し直すことの同意を得た。 

また、ホームページに関しても費用、利便性を踏まえ再構築を検討することとした。 

 

2. 国産タイマーの導入案件の継続 

① タイマーの試用を、11/6 に小金井で開催の「会長杯」にしてはどうか？ 

② 良ければ、小金井・光が丘に導入するのか？ 



 

11/6 は町田で記録会が予定されているため日程を変更する。 

また、日程決定後 町田ア協会長に借用願いを提出する。 

 

3. 本年度の WA インドアワールドシリーズ（IWS）参画について                  添付② 

①昨年と同様、グーグルフォームで申込募って、やりたいと思います。 

②対象大会は、11/1～1/20 の江戸川、都室内、町田の 3 試合となります。 

夢の島でアウトドアインドアするか?（1/8 または 1/9） 

本年度の WA インドアワールドシリーズ（IWS）に参画することが承認された。 

夢の島でアウトドアインドアについては常務理事会で検討することとした。 

 

関東学連インドアの WA インドアワールドシリーズ（IWS）参画について、関東学連で検討し報告を受

けることとした。  

 

4. 都民大会資格調査                                           添付③ 

・来年度の都民大会より、都外在住者も都民大会に選手として参加できる様になる 

 県境近くの区市ア協の会員構成を考えるとありがたい処置ではある 

 →男女各 1 名迄を上限として認めるのはどうでしょうか？  

 

男女各 1 名上限として認めることとした。（実施は令和 6 年度からとなります。） 

調査票は近藤部会長から都体協に提出する。 

 

【副理事長】池澤 

1. 主催競技会における表彰基準の変更について 

21 人以上は、何人出ていようとも６位までという規定になっております。 

最近の RC 一般男子などは、毎回 30 人を超える状況のため、8 位まで入賞に 

変更をしたい。 

 

来年度から 8 位まで入賞として実施したい。この件は 1 月の理事会で決を取りますので 

持ち帰りご検討ください。4 位以降のバッジについて、どのようにするかも検討していくこととした。 

 

【競技部会】 

１． ２０２２年度室内アーチェリー選手権大会の要項確認                      添付④ 

 

お気づきの点がありましたら、10/9（日曜日）までに近藤部会長に連絡ください。 

 

注意事項の「上履きの用意の無い場合は靴下で参加いただきます。（スリッパ・サンダル不可）」は、「スリッ

パ・サンダル不可」の記載に変更する。 

 

２． 今年度のインドア大会使用畳放出予定 

① 町田インドア終了時 （1 月 21 日） 60 枚予定 

関東学連インドア、東京室内、町田インドアの 3 試合終了後に畳を放出 

 



② 東京インドア終了時 （2 月 19 日）   60 枚予定 

インカレインドア 東京インドアの 2 大会終了後に畳を放出 

→希望団体を募ります。運賃は、受益者負担になります。 

 

・CP の畳は固定して使用する。  

CP の畳として 3 試合連続で使用すると町田インドアで矢の畳抜けが生じる可能性が高くなる。 

そのため、東京室内（葛飾）の設営時に CP 的の畳には使用した旨がわかるように印を付ける 

ことを徹底する。 

・インカレインドアで使用する畳は全日学連負担となる。（過去実績） 

・畳の数は確定後に連絡する。 

 

【普及育成部会】 

１．来期 2023 年度に、JSPO 公認スポーツ指導者養成講習会実施を予定したい 

予算：前回(2018 年)の実績を踏まえて、45 万円程で検討 

今後検討・準備を進めるにあたり、関係者の皆様へ協力をお願いしたい。 

 

2023 年度に、JSPO 公認スポーツ指導者養成講習会実施することが、承認された。 

・参加希望のアンケートを加盟団体に行う。 

・実施時期：前回の講習会プログラムを考慮し検討する。 

・本講習会は他県からの参加も認めることとした。（他県への実施の旨の連絡も行う。） 

・会場（他県からの参加も予想されるので広い会場を選定する） 

 

【強化部会】 

特になし 

 

【審判部会】 

特になし 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

１． 一級審判員派遣のお願い（10/9 MARCH 戦）                         別紙⑤ 

・予選７０W の公認競技、後半団体戦は非公認競技 

資料では大会詳細が不明なため要項の提出をお願いします。  

都ア協では、競技委員長の謝金を 7,000 円としている事確認した。 

 

２． 一級審判員派遣のお願い（11/12～11/13 第 9 回高柳杯）         9 月理事会で依頼済 

11/12 の一級審判員の派遣については、後日連絡する。 

 

３． 一級審判員派遣のお願い（11/23 早慶戦）                           別紙⑥ 

・大会内容確認中 

   小杉さんを派遣する。 



 

４． 一級審判派遣・機材貸し出しのお願い（12/14～12/16 2023 年度学連インドア）   別紙⑦,⑧ 

＜都ア協より＞ 

① 12/14 の午前中設営の予定案内をください 

② 機材運搬費の負担をお願いします 

③ 畳代の按分負担をお願いします 

 

小杉さんを派遣する（12/14,12/15）。 

インドアの搬入・搬出担当者の名前を近藤競技部長に連絡してください。 

 

５． 機材貸し出しのお願い（2/14～2/17 インカレインドア）            ８月理事会で依頼済 

＜都ア協より＞ 

①2/14 設営の予定案内をください 

②機材運搬費の負担をお願いします 

③畳代の按分負担をお願いします 

 

【東身ア協】  

返答なし 

 



全⽇ア連国際22-001
2022 年 9 ⽉ ３０⽇

加盟団体各位
役員各位

公益社団法⼈ 全⽇本アーチェリー連盟 
理事⻑  穂苅 美奈⼦ 

( 公印省略 )

インドア アーチェリー ワールドシリーズ（IWS 2023）について

    ⽇頃より本連盟の事業にご協⼒を賜りありがとうございます。
2022/2023ワールドアーチェリーインドアワールドシリーズのルールが発表されましたので
お知らせ致します。

   イベント参加の⼿順を下記に記しております。
    下記は必須です
     １）PayPalでの⽀払いができるメールアドレスがあること。
     ２）World Archeryとメール（英語）でやりとりができること。

   詳細は添付にてご確認ください。
   【添付書類】

   1.【和訳】2023年インドアワールドシリーズルール
   2. IWS⽤ 2023登録申込書
   3. IWS 公式ロゴデータ⼀式
   4. IWSロゴデータ使⽤の際の附則

koji
テキストボックス
添付②



Indoor World Series 2023
オープン・ランキングイベント説明

Indoor World Series（IWS）とは
World Archery（WA）が主催するインドア・アーチェリーのイベント。

コロナ禍による制限の中でもインドアシーズンをより楽しいものにし、国外へ出なくても

世界中のアーチャーと競技を可能にすることを目的と開催され2021年から始まり今年も開

催される事になりました。

オープン・ランキングイベントについて

世界各地でおこなわれている競技会の記録を集計して競うイベント。

IWS登録された競技会に参加することで、誰もが自動的にIWSに参加できる。

カテゴリーは全10部門（男女 – BB・CP・RC ・U21CP ・U21RC）

● ベアボウ女子、ベアボウ男子、

● コンパウンド女子、コンパウンド男子、

● リカーブ女子、リカーブ男子、

● U21コンパウンド女子、U21コンパウンド男子、

● U21リカーブ女子、U21リカーブ男子

シーズン中の上位3ラウンド分の合計点（60本 x 3ラウンド）で優勝者を決定



オープン・ランキングイベント 申し込み手順

１）PayPalでの⽀払いができるメールアドレスがあること。
２）World Archeryと英語でやりとりができること。

① 競技会を主催する加盟団体は全日本アーチェリー連盟に対して、競技会の公認申請を

おこなう

(すでに競技会公認申請ずみの場合は新たな公認申請は不要 ない場合は追加申請をする）

②上記の競技会について、加盟団体は、全日本アーチェリー連盟に対して、World 

Archeryイベントカレンダーへの登録を依頼する（*1競技会あたりの登録料：5,000円）

添付エクセル “ IWS用2023登録申込書”に必要事項を記入し

international@archery.or.jpへ送付

③World Archeryイベントカレンダーに全ア連が登録後、“IWS用2023登録申込書”にWAの

IWS公認競技会番号が付与され、加盟団体へ登録申込書が返送される。

全ア連へ登録料を振り込む。

④加盟団体から競技会参加者に対して競技記録がIWSに登録されることを通知する

オープン・ランキングイベント 競技会実施後の手順

①加盟団体は指定のフォーマットを利用して、競技会終了後48時間以内に確定記録を提出

【記入項目】

・全ア連会員番号（000から始まる８桁の数字）

・WA Open WAREOS ID（持っている場合 *1）
・氏名（ローマ字）

・生年月日

・性別（M/男性、F/女性）

・NOC Code - JPN
・Division - R, C, B, U21R, U21C

・点数、10点数、9点数

提出先： support＠archery.sport csv形式
excel形式
ods形式
*ianseoのエクスポートデータでも可



②加盟団体はPayPal（ペイパル）経由で費用を支払う

*競技会登録後、支払い用のリンクが登録したメールアドレスに送信される

【費用】

1競技会あたり100CHF （スイスフラン）+ 1選手あたり2CHF（スイスフラン）

*IWS参加を希望しない選手がいた場合、該当者の記録を抜いた上で確定記録を提出。

提出された確定記録の選手数に応じて支払い金額が確定する。

注意事項

・オープンランキング対象となる大会は、2022年11月1日〜2023年1月20日までとする

（＊U21は2023年1月10日まで）

・提出された確定記録に基づき、IWSオープン・ランキングイベントの集計がおこなわれる。

スコアの記録ミスや正当性に疑義がある場合、スコアは記録されず、その判断に対する

アピールはできない。

・記録がIWSに登録されることを選手に通知するのは各加盟団体の責任となる

ご参考までに昨年のリカーブ男子オープンランキングは下記にてご覧いただけます。

https://worldarchery.sport/events/indoor/open-ranking?year=2022

WA公認バッジの申し込み
・今回の記録によりWAの公認バッジの購入が可能です。

・詳細に関してはご希望の加盟団体へ送付させていただきます。

・1人一つのスコアを達成した場合のみ購入可能（￥4,000）

・Outdoor, Indoor で1人一つ



＊１【WA	OPEN	WAREOS	番号の確認方法】
今までWA主催の大会（IWSやオープンイベントを含む）に出場したことがある場合のみ

下記リンクで確認可能

https://worldarchery.sport/athletes?country=All&country=Japan
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2023年 インドアワールドシリーズについて 

ルール 

（2022年 8月 31日発行） 

 

1. はじめに 

2023年インドアアーチェリーワールドシリーズ（以下、IWS）は、毎月 1つの大会を開催するとともに、新た

にユース部門のファイナルを実施する。 

 

2. 競技形式 

- 全ての競技は、ワールドアーチェリー（以下、WA）の競技規則に則って行われる。 

- テレビ放映されるファイナルにおいては、三角三つ目 40cmの標的面の使用が必須。 

 

3. 2023年 IWS大会日程 

➢ 2022年 11月 18日－20日 ルクセンブルク・ストラッサン（250シリーズ※） 

➢ 2022年 12月 10日－11日 台湾・台北（250シリーズ） 

➢ 2023年 1月 21日－23日  フランス・ニーム（500シリーズ） 

➢ 2023年 2月 4日－6日    アメリカ・ラスベガス（1000シリーズ） 

※250, 500, 1000シリーズは、大会の規模およびランキングに付与するポイントの上限を定めたもの 

 

4. 参加資格 

加盟団体（日本の場合、全日本アーチェリー連盟）に登録している者 

 

（１） IWSオープンランキング（次ページ参照）登録競技会の開催を希望する場合 

① 全日本アーチェリー連盟に申請し、WAに競技会の登録を行う 

② 競技はWAルールに則り 18mで行うこと 

③ 大会主催者は当該大会参加者が自動的に IWSオープンランキングに参加するか、個別に参加

するのか、その費用を誰が負担するかを明確にする必要がある 

④ 2022年 11月 1日－2023年１月 20日の間に開催される全日本公認競技会が登録可能 

（２） 登録費  

・WAへの競技会登録費：25スイスフラン（全ア連にてまとめてWAへ支払う） 

・IWSへの競技会登録：１競技会につき 100スイスフラン＋スコア提出 1名につき 2スイスフラン 

（主催者からWAに Paypalで支払い） 

（３） 競技者が IWSオープンランキングに参加するためには、上記により IWSオープン登録された競

技会に申し込みの上、参加しなければいけない。参加者がWAに直接支払う費用はないが、競技

会主催者により参加申込み費用が課される場合がある。 
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【参考】IWSオープンランキングに登録している競技会一覧（随時アップデート）： 

https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Events/Indoor_World_Series/202223/5._Indo

or_World_Series_open/IWS_2022-2023_Open_Events.pdf 

5. ランキングについて （オープン、エリート、ユース） 

➢ オープンランキング 

本シーズン中にオープンランキングに登録された競技会上位 3大会（1大会 60射）の点数に基づくも

の。上位 8名にはボーナスポイントが付与される、エリートランキング対象となる。U21種別において

は、2023年 1月 10日をもってランキング確定となる。 

 

ラスベガス大会出場者は 1回目の 60射がスコア対象となる。コンパウンド部門においては、インナー

10が 10点として扱われる。 

 

➢ エリートランキング 

「3. 2023年 IWS大会日程」4大会のうち、出場した上位２大会（そのうち 1つはラスベガスでなけれ

ばならない）のイリミネーションラウンド終了時の順位に基づくポイントに、オープンランキングによるボ

ーナスポイントを加えたもので構成されるランキング。各部門上位 16名がラスベガス大会後に開か

れる IWS ファイナルへの出場権を得る。 

ラスベガス大会においては、イリミネーションラウンドがないため、チャンピオンシップ種別での 1回目

の 60射終了後の順位に基づきポイントが付与される。 

 

➢ ユースランキング 

 本シーズン中に出場した U21種別の大会上位２大会のイリミネーションラウンド終了時の順位に基

づくポイントによるランキング。各部門上位 16名がニーム大会中に行われるユースファイナルに出場

できる。ニーム大会においては予選の 1回目の 60射の順位によってポイントが付与される。 

 

（１） オープンランキング（個人） 

WAは IWS大会または登録競技会に参加したすべての競技者の上位 3大会の予選成績（各 60

射）を集計し、下記の部門についてオープンランキングリストを作成する。 

ベアボウ女子、ベアボウ男子、コンパウンド女子、コンパウンド男子、リカーブ女子、リカーブ男子、 

U21 コンパウンド女子、U21 コンパウンド男子、U21 リカーブ女子、U21 リカーブ男子 

 

   スコアの提出（ランキングへの参加）は、1競技会につき 1スコア（60射分）のみ認められる。 

 

（２） エリートランキング（個人） 

WAは、競技者が IWS大会各ステージの最終順位に基づいて獲得されたポイントによりエリートラ

ンキングリストを作成し、ラスベガスで開催される IWSファイナルの出場者を決定する。 

 

エリートランキングポイントの配分は以下表の通り。 

https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Events/Indoor_World_Series/202223/5._
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エリートランキングポイントの対象者：コンパウンド女子、コンパウンド男子、リカーブ女子、リカーブ

男子。 

IWSオープンランキングのポイントは、最終オープンランキングの発表後に付与される（2023年 1

月 24日時点のベスト 3のスコアの合計）。 

 

 

 

IWS ファイナルの出場権を獲得するためのランキングにおけるタイ記録は、以下の方法により出場者

を決定する。 

⚫ 1位から 15位まで：コンピューターによるコイントス 

⚫ 16位（最終足切り） 

- ラスベガス大会での 1回目の 60射終了後の順位 

- IWS 1000 レベル大会でのベストスコア 

- IWS 500レベル大会のベストスコア 

- IWS 250レベル大会でのベストスコア 

上記を経ても同点の場合は、ラスベガスで開催される IWS ファイナルのイリミネーションラウンド開

始前にシュートオフを行う。シュートオフは、三角三つ目の 40cm標的面を使用する。各選手 1射

ずつ行射し、中心に近い矢により勝者を決定する（WAインドア競技ルール）。 

 

（３） ユースランキング（個人） 

WAは、競技者が IWS大会各ステージの最終順位に基づいて獲得されたポイントによりユースラ

ンキングリストを作成し、ニームで開催されるユース IWS ファイナルの出場者を決定する。 

「3. 2023年 IWS大会日程」4大会のうち、ニーム大会より前に開催された大会のみをポイント付

与の対象とする。 

 

ユースランキングポイントの配分は以下表の通り。 

ユースランキングポイントの対象者：U21 コンパウンド女子、U21 コンパウンド男子、U21 リカーブ

女子、U21 リカーブ男子。 
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IWSオープンランキングのポイントは、最終オープンランキングの発表後に付与される（2023年 1

月 10日時点のベスト 3のスコアの合計）。 

 

ユース IWS ファイナルの出場権を獲得するためのランキングにおけるタイ記録は、以下の方法により

出場者を決定する。 

⚫ 1位から 15位まで：コンピューターによるコイントス 

⚫ 16位（最終足切り） 

- ニーム大会での 60射終了後の順位 

- IWS 1000 レベル大会でのベストスコア 

- IWS 500レベル大会のベストスコア 

- IWS 250レベル大会でのベストスコア 

上記を経ても同点の場合は、ニーム大会中にシュートオフを行う。シュートオフは、三角三つ目の

40cm標的面を使用する。各選手 1射ずつ行射し、中心に近い矢により勝者を決定する（WAイン

ドア競技ルール）。 

 

6. IWS ファイナル 

（１）IWS ファイナルは、2023年 2月 5日（土）にアメリカ・ラスベガスで開催される。 

（２）IWS ファイナル出場選手は、ラスベガスで行われるベガス・シュートの第 2 ラウンド終了後に判明す

る。ファイナル参加を希望する選手は、必ず当該大会の「チャンピオンシップ コンパウンド」男子／女

子部門、「チャンピオンシップ リカーブ」男子／女子部門に登録しなければならない。 

（３）すべてのリカーブ個人戦は、１射 20秒の交互射ちで 3射 6ポイント先取のセットシステムで行う。

三角三つ目 40cmの標的面を使用する。 

（４）コンパウンド部門では、１射 20秒の交互射ちで 3射 5セットの合計得点制で行う。三角三つ目

40cmの標的面を使用する。女子、男子ともに X（インナー10）は 10点、リカーブ 10点の得点帯を 9

点として得点する。 

（５）WAルールに従い、矢のシャフトの最大直径は 9.3mmまでとし（アローラップは含まず）、ポイントの

最大直径は 9.4mmまでとする。 

（６）各種別の競技者は、2022－2023年 IWS ランキングに基づき、1位から 16位の順位が付与され、

トーナメントによる対戦（1位 vs 16位、2位 vs 15位…）を行う。競技は 1/8 ファイナル（1回戦）から
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始まり、準々決勝、準決勝、ブロンズメダルマッチ、ゴールドメダルマッチの順で行われる。準決勝で敗

れた選手は、ブロンズメダルマッチで対戦する。ゴールドメダルマッチの勝者には、IWSチャンピオン

の称号が与えられる。 

（７）IWS ファイナルの競技日程及び詳細は、以下のウェブサイトで通知される。 

www.worldarchery.sport 

 

７. ユース IWS ファイナル 

（１）ユース IWS ファイナルは、2023年 1月 22日（土）、23日（日）にフランス・ニームで開催される。 

（２）ユース IWS ファイナル出場選手は、ニーム大会の予選終了後に判明する。ファイナル参加を希望

する選手は、必ず当該大会の U21 カテゴリに登録しなければならない。 

（３）すべてのリカーブ個人戦は、１射 20秒の交互射ちで 3射 6ポイント先取のセットシステムで行う。

三角三つ目 40cmの標的面を使用する。 

（４）コンパウンド部門では、１射 20秒の交互射ちで 3射 5セットの合計得点制で行う。三角三つ目

40cmの標的面を使用する。女子、男子ともに X（インナー10）は 10点、リカーブ 10点の得点帯を 9

点として得点する。 

（５）WAルールに従い、矢のシャフトの最大直径は 9.3mmまでとし（アローラップは含まず）、ポイントの

最大直径は 9.4mmまでとする。 

（６）各種別の競技者は、2022－2023年ユース IWSランキングに基づき、1位から 16位の順位が付

与され、トーナメントによる対戦（1位 vs 16位、2位 vs 15位…）を行う。競技は 1/8 ファイナル（1回

戦）から始まり、準々決勝、準決勝、ブロンズメダルマッチ、ゴールドメダルマッチの順で行われる。準

決勝で敗れた選手は、ブロンズメダルマッチで対戦する。ゴールドメダルマッチの勝者には、IWSチャ

ンピオンの称号が与えられる。 

（７）ユース IWS ファイナルの競技日程及び詳細は、以下のウェブサイトで通知される。 

www.worldarchery.sport 

 

７. 賞金 

（１）2023年 2月 5日（土）にラスベガスで開催される IWS ファイナルの各種別（リカーブ男子、リカーブ

女子、コンパウンド男子、コンパウンド女子）の上位 3名には以下の賞金が授与される。 

1位：5,000スイスフラン 

2位：2,000スイスフラン 

3位：1,000スイスフラン 

 （２）ニームで開催されるユース IWS ファイナルの各ユース種別（U21 リカーブ男子、U21 リカーブ女子、

U21 コンパウンド男子、U21 コンパウンド女子）の上位 3名には、以下の奨学金が授与される。 

1位：700スイスフラン 

2位：300スイスフラン 

3位：250スイスフラン  

奨学金は、アーチェリー関連費用（大会参加費、その他大会参加に関わる費用、用具費、コーチ費用

等）を証明するものを提示することで、選手に授与される。ユース IWS ファイナル開催日から 10 ヶ月

以内に請求すること。 

http://www.worldarchery.sport/
http://www.worldarchery.sport/
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8. 服装規定とカモフラージュ 

WAルールに基づき、選手とコーチに対して： 

➢ 競技会場内では、迷彩柄のカモフラージュは禁止されている。これには、弓、矢、クィーバー、衣服、

帽子、靴を含む。 

➢ 競技場内では、ジーンズ、ブルーデニム、つま先の開いた靴の着用は禁止されている。 

 

9. ラスベガス大会の関連情報 

2023 年、ラスベガスで 以下 2 つのインドアアーチェリー競技会が開催される。 

➢ ラスベガス・ワールド・アーチェリー・フェスティバル（2023 年 2月 3日－6日）：毎年恒例のラスベガ

スのアーチェリー競技会及びトレードショー。最初の 2日間が IWS対象大会です。 

➢ IWS ファイナルは 2023年 2月 5日（土）夜に行われる。 

 

10. 法的枠組み 

2023年 IWS及びアーチェリーインドアワールドシリーズルール（本文書）は、明示的に規定されていな

い限り、WA憲章およびルールに規定されているすべての条項に従う。 

本ルールの翻訳に起因する誤解が生じた場合、英語版を参照するものとする。 

WAおよび主催者は、いつでも本規則を変更する権利を有する。 

 

【参考】本文書の原文 

https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Events/Indoor_World_Series/2022-

23/INDOOR_WORLD_SERIES_2022-2023.pdf 

 

以上 

 

 

【参考】昨年の IWS ランキング 

https://worldarchery.sport/events/indoor/open-ranking?year=2022 

 

https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Events/Indoor_World_Series/2022-23/INDOOR_WORLD_SERIES_2022-2023.pdf
https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/Events/Indoor_World_Series/2022-23/INDOOR_WORLD_SERIES_2022-2023.pdf
https://worldarchery.sport/events/indoor/open-ranking?year=2022
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2022 年 10 月 1 日 

東京都アーチェリー協会  

理事⻑ 松村晃志 様 

関東学生アーチェリー連盟  

連盟委員⻑ 神谷 貴浩 

 

MARCH 交流戦における一級審判員派遣のお願い 

 

平素は関東学生アーチェリー連盟の活動に関して毎度格別なご高配を賜り、厚く御礼申 

し上げます。 

 当連盟では、MARCH 交流戦について、2022 年 10 月 9 日(日)の日程で開催の計画・準

備をしております。しかし、当連盟には一級審判員がおりません。毎回のお願いで申し訳ご

ざいませんが、 本事業の開催のため、東京都アーチェリー協会様より、一級審判員を 1 名

派遣していただきたくお願い申し上げます。   

貴協会には大変なご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察のうえ、よろしくお取り計 

らい下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

事業名   : MARCH 交流戦 

日程     : 2022 年 10 月 9 日(日)  

場所      : 夢の島公園アーチェリー場  

依頼事項  : 一級審判員 1 名の派遣 

以上 
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2022 年 10 月 1 日 

東京都アーチェリー協会  

理事⻑ 松村晃志 様 

関東学生アーチェリー連盟  

連盟委員⻑ 神谷 貴浩 

 

早慶定期戦における一級審判員派遣のお願い 

 

平素は関東学生アーチェリー連盟の活動に関して毎度格別なご高配を賜り、厚く御礼申 

し上げます。 

 当連盟では、早慶定期戦について、2022 年 11 月 23 日(水)の日程で開催の計画・準備を

しております。しかし、当連盟には一級審判員がおりません。毎回のお願いで申し訳ござい

ませんが、 本事業の開催のため、東京都アーチェリー協会様より、一級審判員を 1 名派遣

していただきたくお願い申し上げます。   

貴協会には大変なご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察のうえ、よろしくお取り計 

らい下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

事業名   : 早慶定期戦 

日程     : 2022 年 11 月 23 日(水)  

場所      : 夢の島公園アーチェリー場  

依頼事項  : 一級審判員 1 名の派遣 

以上 
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2022 年 9 ⽉ 28 ⽇ 
東京都アーチェリー協会 
理事⻑ 松村晃志 様 

関東学⽣アーチェリー連盟  
連盟委員⻑ 神⾕ 貴浩 

 
 

2023 年度関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会における 
⼀級審判員派遣のお願い 

 
平素は関東学⽣アーチェリー連盟の活動に関して毎度格別なご⾼配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 
当連盟では、2023 年度関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会について、2022 

年 12 ⽉ 14 ⽇(⽔)、15 ⽇(⽊)、16 ⽇(⾦)の⽇程で開催の計画・準備をしております。 
しかし、当連盟には⼀級審判員がおりません。毎回のお願いで申し訳ございませんが、 

本事業の開催のため、東京都アーチェリー協会様より、⼀級審判員を 1 名派遣してい
ただきたくお願い申し上げます。 
貴協会には⼤変なご迷惑をおかけいたしますが、事情ご賢察のうえ、よろしくお取り

計らい下さいますよう、お願い申し上げます。 
 

記 
 
 
事業名  : 2023 年度関東学⽣アーチェリーインドア個⼈選⼿権⼤会  
⽇程   : 2022 年 12 ⽉ 14 ⽇(⽔)、15 ⽇(⽊)、16 ⽇(⾦) 
場所   : 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 
依頼事項 : ⼀級審判員 1 名の派遣 
 

以上 
 

koji
テキストボックス
添付⑦



 2022 年 9月 28日 
 
東京都アーチェリー協会 
理事長 松村晃志 様 
 

関東学生アーチェリー連盟 
連盟委員長 神谷貴浩 

 
2023 年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会大会における運営機材一式の

貸し出しについて 
 
平素は関東学生アーチェリー連盟の活動に関して毎度格別なご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。 
当連盟では、2023 年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会について、
2022 年 12 月 14 日(水)、15 日(木)、16 日(金)の日程で開催の計画・準備をしてお
ります。 
当連盟ではインドア大会の運営機材一式を所有していないため、貴協会の機材一式を
利用させていただきたく存じます。 
 貴協会には大変なご迷惑をおかけ致しますが、事情ご賢察のうえ、よろしくお取り
計らい下さいますよう、お願い申し上げます。 
 

記 
 

事業名  : 2023 年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会  
日程   : 2022 年 12 月 14日(水)、15 日(木)、16 日(金) 
場所     : 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場 
依頼事項 :タイマー•畳・脚の貸し出し 

以上 

koji
テキストボックス
添付⑧


