
’０７　岐阜県インドアアーチェリー選手権大会＆記録会開催要項

主　　催 岐阜県アーチェリー協会
主 管    美濃クラブ
日 時    平成１９年１２月８日（土）
　　　　　　　　 開場　　8:45

・第１部　　 受付 　9：00～9：15

開会式　　9：20～

競技開始　9：30

・第２部　　 受付 　12：20～12：50

競技開始   13：00

会 場    関市武儀生涯学習センター　アリーナ
岐阜県関市富之保２００１－１　℡　（0575）49－3715

競技種目 ＦＩＴＡインドア１８ｍシングルラウンド（3 射 20 回）　60 射
（ＲＣ、ＢＢ、ＣＰ）
・ＲＣ・ＢＢ　　４０ｃｍ標的使用    ・ＣＰ　　縦三つ目標的使用

種 別    ■岐阜県インドアアーチェリー選手権大会
成年 　　男女【50 歳未満】・・・第１部

　　　　　マスターズ 　　男女【50 歳以上】・・・第１部
　　　　　キャデット　　　   男女【中学生以下】・・・第１部
　　　　　少年　　　 　　男女【高校生】・・・第２部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別途、高校新人の部を設ける。
・年齢区分は平成 19 年 4 月 1 日での年齢

■インドア記録会
　第１部・第２部共に全種別フリー参加
　※但し、定員に空きのある場合に先着順で受け付ける。

参加資格         ■岐阜県インドアアーチェリー選手権大会
平成１９年度岐阜県アーチェリー協会の選手登録者

■インドア記録会

平成１９年度岐阜県アーチェリー協会に選手登録している者

平成１９年度全日本アーチェリー連盟に選手登録している者

平成１９年度学連・高体連に選手登録している者
定 員    第１部１０２名・第２部１５３名

岐阜県インドアアーチェリー選手権大会の参加者を優先して受け付ける。
定員に対して空きがでた場合、インドア記録会として先着順で受け付ける。

※但し、主管優先出場者各部共若干名有り

参 加 費    　　　　岐阜県インドアアーチェリー選手権大会・インドア記録会共に１競技会参加に付
成年・マスターズ￥２，０００－：少年・キャデット￥１，５００－

表 彰    岐阜県インドアアーチェリー選手権大会のみ表彰を行う。

各種目とも、男女別（ＲＣのみさらに種別により区分）に行う。いずれも参加者数

により増減あり。



申込方法　　　　各加盟団体・グループでまとめて（県外の方は個人での申込も可）、参加費を添え
てメールまたはＦＡＸにより申込むこと。（郵送は不可）

                なお、事務局から受取確認の連絡をメール又はＦＡＸにより行う。連絡等のない場

合は、至急連絡を入れること。

参加費は、「銀行振込」又は「郵便振替」により振り込むこと（振込金受領書のコ

ピーの送付は必要なし）。入金が確認出来た時点で正式受付とする。入金が確認で

きない場合、期日に遅れた場合は受け付けない。申込後の参加費は返却しない。

　　　　　　　　　岐阜県アーチェリー協会：http://www.geocities.jp/gifu_archery/index.html

　　　　　　　　  美濃クラブ：http://www.geocities.jp/archery_minoclub/

申込期日 受付開始日 平成１９年１１月　３日（土）

　　　　　　　　※受付開始日前の申し込みでも随時受け取るが、１１月３日に受理したものとして

受け付ける。

最終締切日 平成１９年１１月２２日（木）

申込先　　　　　　GIFU インドア事務局　林　千孝

　　℡・Fax（0584）73-0203　e-mail macjimu01@hotmail.co.jp

（銀行振込）　三菱東京ＵＦＪ銀行　蟹江支店　普通預金　１７７７７４３

　　　　　　　名義 GIFU インドア事務局 林　千孝

　　　　　　　　 （郵便振替）　記号　１２１５０　　番号　８１０３６４６１

　　　　　　　　 　　　　　　　名義　　　林　千孝

参加者の決定　　平成１９年１１月２４日（土）以降、美濃クラブのＨＰにおいて掲載する。

競技規則         全日本アーチェリー連盟競技規則（インドアターゲットアーチェリーラウンド）に
より行う。

そ の 他    ・本大会での記録は全日本アーチェリー連盟の公認記録となる。
・申込み後の種目変更及び交代出場は認めない。
・ 東海ア連の申し合わせにより、主催者では車椅子等の選手の介護いたしま
せん。 必ず参加者で手配をお願いします。

・競技場内では上履き又は体育館シューズを必ず使用すること。
・ 競技中、選手の負傷などの事故については主催者にて応急処置はするが、それ

以外の責任は負わない。
＜個人情報の取扱いについて＞

①利用目的は次のとおりです。

１．加盟団体への出場決定者選考結果通知

２．太会プログラム作成（大会プログラムは、大会関係者以外に一般及びマスメディアに公開します。）

３． メディア、会場内での参加選手や観客及び加盟団体への成績表の配布並びに送付（ホームページ

掲載、県ランキングを含む。）

４． 太会運営に必要な場内アナウンス、掲示板等への掲示

②上記以外に利用する場合は、本人に通知し承諾を得ます。

③その他個人情報の取扱い（プログラム作成時の印刷業者への委任等）については、本協会個人情報保

護規定に基づき行います。



’０７ 岐阜県インドアアーチェリー選手権大会＆記録会
参加申込書

                    
氏           名

                    

勤　務　先
ｏｒ

学　校　名

         
性別
         

年  令 種別
                    
種目
                     

区分 登　　録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

男子

女子

成年
マスターズ
少年・ｷｬﾃ゙ ｯﾄ

ＣＰ
ＲＣ
ＢＢ

第１部
第２部
一　日

全ア連登録　　岐阜県登録
学連登録　　　高体連登録

参加費
第１部か第２部のどちらかに参加

成年・マスターズ ￥２，０００－× 名＝ 円
　　少年・キャデット　　　 ￥１，５００－× 名＝ 円
両方に参加（一日）

成年・マスターズ ￥４，０００－× 名＝ 円

　　少年・キャデット　　　 ￥３，０００－× 名＝ 円

合計            円

加盟団体名                                                            　　　　住所    

℡&Fax                                               e-mail　　　                     　　　　 　     記入責任者 　　　　　　　　　　　　　

l 全ア連への成績報告に必要ですので登録欄も必ず記入してください（選手登録されている所全て）（記入されてないと全ア連へ報
告されません）

l 車椅子の選手は氏名の欄に車椅子使用と明記してください。


