
※平成28年４月から全ア連の登録番号が変わります。それに伴い都ア協から全ア連に登録した選手にも、都ア協の登録番号を発行します。

※ 小金井・光が丘は抽選による会場確保のため、変更する場合があります。　

公認 開催日 担当 時間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　会　名 会場 申込締切日 申込開始日 参加申込先

★ 4月3日（日） 南 9:00 花のやま 当日会場 当日会場

　　　70ｍラウンド
　　　50ｍラウンド
　　　70ｍラウンド
　　　50ｍラウンド

★ 4月24日（日） 都・東 8:30 光が丘 別紙通知 別紙通知 北ブロック

★ 5月1日（日） 西 8:30 1440 Ｃ 小金井 4月10日 ←の２ヶ月前 西ブロック

★ 5月7日（土） 西 8:30 小金井 4月16日 ←の２ヶ月前 西ブロック

★ 5月8日（日） 強・東 8:30 小金井 別紙通知 別紙通知 西ブロック

5月15日（日） 都 8:30 光が丘 別紙通知 別紙通知 別紙通知

5月22日（日） 都 8:30 光が丘 別紙通知 別紙通知 別紙通知

★ 5月29日（日） 南 9:00 花のやま 当日会場 当日会場

70ｍラウンド
50ｍラウンド

★ 6月5日（日） 強・東 8:30 小金井 別紙通知 別紙通知 別紙通知

70ｍラウンド
50ｍラウンド
70ｍラウンド
50ｍラウンド

★ 7月3日（日） 強・東 8:30 小金井 別紙通知 別紙通知 別紙通知

★ 7月3日（日） 南 9:00 花のやま 当日会場 当日会場

　　　70ｍラウンド
　　　50ｍラウンド

　　　70ｍラウンド
　　　50ｍラウンド
　　　70ｍラウンド
　　　50ｍラウンド

★ 8月14日（日） 南 9:00 花のやま 当日会場 当日会場

※注1　都国体予選会の参加資格等の詳細は別途通知の実施要項を参照 強 ：強化部会

※注2　6月5日に国体最終予選会が実施できなかった場合は、7月3日を同予選会とする

F

F

別途

別途

Ｃ

平成28年度東京都春季小金井大会

平成28年度東京都夏季光が丘大会

←の２ヶ月前 西ブロック

平成28年度第２回東京都フィールド大会

第69回都民体育大会　2日目 （決勝）

※注1　平成28度国体予選会（国体参加有資格者のみ）

北ブロック

※注2　平成28年度国体第１回記録会 （国体参加有資格者のみ）

※注1　平成28年度国体最終予選会　（国体参加有資格者のみ）

第69回都民体育大会　1日目 （予選）

平成28年度東京都ターゲット大会

平成28年度東京都年齢別大会

平成28年度東京都夏季小金井大会

平成28年度第３回東京都フィールド大会

西ブロック

光が丘

北ブロック

小金井8:30 Ｃ

　　　50ｍラウンド

Ｃ

★ 6月19日（日） 北 8:30

小金井

7月17日（日） 北 8:30 　　　70ｍラウンド

★ 7月10日（日） 西 8:30

★ 8月7日（日）

平成28年度第４回東京都フィールド大会

平成28年度サマーカップ大会

←の２ヶ月前

★ 7月24日（日） 北 8:30 光が丘 7月3日 ←の２ヶ月前

西 8:30 Ｃ 小金井 7月17日

Ｃ

★

★ 6月26日 ←の２ヶ月前

7月2日（土） 西

★ 6月4日（土） 西 8:30 Ｃ

平成28年度東京都９００ラウンド大会　（フライト制）

東京都アーチェリー協会　平成２８年度前期　競技予定 

2016年2月3日

東京都アーチェリー協会

種 目

★ 4月10日（日） 西 8:30 Ｃ 小金井 3月20日 ←の２ヶ月前 西ブロック

平成28年度第１回東京都フィールド大会F

平成28年度東京都１４４０ラウンド大会

平成28度５０m・３０m大会　（RC、BBのみ）

平成28年度関東大会予選会

★ 4月16日（土） 北 8:30 光が丘 3月26日 ←の２ヶ月前 北ブロック

★ 4月23日（土） 北 8:30 　　　70ｍラウンド 光が丘 4月2日 ←の２ヶ月前　　　50ｍラウンド

平成28年度東京都春季光が丘大会

北ブロック

平成28年度東京都７０・５０ｍラウンド光が丘大会

Ｃ

北ブロック

50m・30m/30m×2

6月11日 ←の２ヶ月前 西ブロック

小金井 5月14日 ←の２ヶ月前 西ブロック

光が丘 5月29日

平成28年度東京都７０・５０ｍラウンド小金井大会

6月19日 ←の２ヶ月前

　　900ラウンド

別途

Ｆ

別途

別途



◇ 申し込みの際は、下記の注意事項をよくお読みください。 申し込み種別

一般男子 ：CP、RC、BB

注１.　小金井・光が丘の開催競技会に申込する場合は、各射場の認定基準を満たしていること 一般女子 ：CP、RC、BB

注２.　アウトドア・ターゲットは都ア協より全ア連登録または都ア協のみに登録している選手に限る ジュニア男子 ：CP、RC、BB

　　　　学連選手は、関東学生アーチェリー連盟登録者に限る ジュニア女子 ：CP、RC、BB

注３.　エントリー時に都ア協又は全ア連の登録番号を記載すること キャデット男子 ：RC

★ ７月以降の大会には、都ア協の登録番号及び全ア連の登録番号を記載すること キャデット女子 ：RC

・都ア協の登録番号の記載がない場合は、受け付けできない

・全ア連の登録番号の記載がない場合は、公認申請できない ※ キャデットの選手はジュニア・一般の部で競技に参加することができる 

・学連選手は、都ア協の登録番号の代わりに学校名、及び全ア連の登録番号を記載すること ※ ジュニアの選手は一般の部で競技に参加することができる

注４.  締め切り日以降の申し込みはできない

注５.　締め切り日以降の選手の変更もできない

注６.  申し込み締め切り日以降のキャンセルは、参加費を徴収します

　　　　（キャンセルの場合は、参加費を参加選手に預けること）

注７.　 キャデット登録選手が、70ｍラウンドに参加する場合は、ジュニアで申し込みをすること ※ 年齢区分は、大会要項による

　　　　キャデットで申し込みをした場合は、60ｍラウンドの参加となる * マスターズ大会の年齢区分

注８. 毎試合の開始時に行われる弓具検査(フィールドはエントリー時)の際に、　　　　　　　　　　　　 マスターズ1　　 70歳以上

　　　 都ア協または全ア連の会員証を提示すること マスターズ２　　 65歳以上70歳未満

マスターズ３　　 60歳以上65歳未満

※ 個人情報の取り扱いについて マスターズ４　　 55歳以上60歳未満

（１）大会参加者の氏名・所属・学年はプログラム、掲示板、ホームページに掲載するために利用する。 マスターズ５　　 50歳以上55歳未満

（２）選手の大会成績はホームページへ記載するために利用する。 セミマスターズ　40歳以上50歳未満

参加者は、上記(1)、(2)に掲げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。 一般　　　　　　　18歳以上40歳未満

◇　申し込みはEメールのみです。　各登録団体取り纏めて担当者がお申し込みください。 年齢別大会及びインドア大会の年齢区分

◇　個人でのお申し込みはご遠慮ください。（申込担当者がいない場合はこの限りではありません。） ジュニア　　15歳未満  

◇　大会申込書には、以下の種類があります。　大会毎の申込書を使用すること。 少年　　　　15歳以上18歳未満及び高校在学中  　　  　　　　

1.アウトドア・ターゲット一般 用 青年　　　　18歳以上45歳未満　（高校在学中を除く）　 　　　 

2.マスターズ大会及び年齢別大会 用 壮年 　　　　45歳以上60歳未満　　　　　　　

3.インドア大会 用 シニア 　　　60歳以上               　　　　　　

申込先

* 西ブロック：kokin.west@gmail.com
* 北ブロック：kita@tokyo-archery.com

※　参加費 ：　アウトドア・ターゲット：２，５００円　　　　フィールド：４，０００円

※　参加費 ：　インドア：ジュニア・少年：２，５００円　　青年以上３，０００円　　　

※　種 　目 ：　70ｍ・50ｍラウンド (RC 70m・CP 50m　　Ｃ：60ｍ　各72射）　　　

　　　　　　　　　１４４０：（旧ＦＩＴＡラウンド）　　C：キャデットラウンド　　　　

 　　　　　　　　　Ｆ：　フィールド 　900ラウンド　  （ 60ｍ、50ｍ、40ｍ　各30射）　　　　　　




	前期競技予定

