
 

 

 

 

 

 

 

１ 主催   公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会 
世界アーチェリー連盟（World Archery 以下「WA」） 
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西鳥取県実行委員会 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西鳥取市実行委員会 
鳥取県アーチェリー協会 

 

２ 共催   公益社団法人全日本アーチェリー連盟 
 

３ 協力   一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟 
 

４ 期日   2022 年 5 月 11 日（水）から 17 日（火）まで 

（競技日数 4 日間：アーチェリー競技 5 月 14 日から 17 日） 

※13 日（金）に京都市で開催される開会式に参加される方で、14 日（土）の競技参加

者は、13 日（金）19：35JR 京都駅発「特急スーパーはくと 13 号」鳥取行に乗車しな

いと競技に間に合いません。ご注意ください。 

（京都から鳥取までは、JR 特急で約 3 時間かかります。） 

※練習、競技、用具検査には AD カードが必要です。競技開始日までに必ず大会受付を

して AD カードを受け取ってください。（*詳細後述） 

※競技スケジュールは変更の可能性があります。 

開催日 開催時間 開催内容 

5 月 10 日（火） 

 ～12 日（木） 

10：00 ～ 16：00 

アーチェリー競技出場者専用大会受付（AD カ

ード発行） 

会場：鳥取県立布勢総合運動公園内 

※練習時に AD カードが必要となるため、アー

チェリー競技出場者、競技関係者のみを対

象とした特例措置です。サポーターで申し

込んだ方は対象外となります。 

※13 日（金）から JR 鳥取駅前「風紋広場」に

開設される「マスターズビレッジ鳥取」で

は、どなたでも大会受付が可能です。 

※京都市内に開設される「オープニングビレ

ッジ」でも大会受付が可能です。 

※2021 年 4 月 15 日時点の内容のため、エントリー時には最新の内容をご確認ください。V0.3 



 

5 月 11 日（水） 

～15 日（日） 
10：00 ～ 16：00 練習会場開設 

5 月 11 日（水） 

 ～13 日（金） 
10：00 ～ 16：00 

用具検査（リカーブ,コンパウンド） 

会場：練習会場 

5 月 14 日（土） 

10：00 ～ 11：30 

11：30 ～ 13：00 

13：00 ～ 15：00 

15：00 ～ 

リカーブ 用具検査、公式練習 

  昼食（各自で準備） 

リカーブ 予選ラウンド 72 射【AB】 

リカーブ シュートオフ 

 

 

 

5 月 15 日（日） 

 

 

 

 

9：00 ～ 9：15 

9：15 ～ 10：00 

10：00 ～ 10：15 

10：15 ～ 11：00 

11：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 12：00 

12：00 ～ 13：30 

13：30 ～ 13：45 

13：45 ～ 14：20 

14：20 ～ 14：55 

14：55 ～ 15：30 

15：35 ～ 16：15 

リカーブ 1/16 練習（3回） 

リカーブ  1/16 イリミネーション 

リカーブ 1/8 練習（3回） 

リカーブ 1/8 イリミネーション 

リカーブ 1/4 練習（3回） 

リカーブ 1/4 ファイナル 

  昼食（各自で準備） 

リカーブ セミファイナル練習（３回） 

リカーブ セミファイナル 

リカーブ ブロンズメダルマッチ 

リカーブ ゴールドメダルマッチ 

リカーブ メダルセレモニー 

5 月 16 日（月） 

10：00 ～ 11：30 

11：30 ～ 13：00 

13：00 ～ 15：00 

15：00 ～ 

コンパウンド 用具検査、公式練習 

  昼食（各自で準備） 

コンパウンド 予選ラウンド 72 射【AB】 

コンパウンド シュートオフ 

5 月 17 日（火） 

9：00 ～ 9：15 

9：15 ～ 10：00 

10：00 ～ 10：15 

10：15 ～ 11：00 

11：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 12：00 

12：00 ～ 13：30 

13：30 ～ 13：45 

13：45 ～ 14：20 

14：20 ～ 14：55 

14：55 ～ 15：30 

15：35 ～ 16：15 

コンパウンド 1/16 練習（3回） 

コンパウンド  1/16 イリミネーション 

コンパウンド 1/8 練習（3回） 

コンパウンド 1/8 イリミネーション 

コンパウンド 1/4 練習（3回） 

コンパウンド 1/4 ファイナル 

 昼食（各自で準備） 

コンパウンド セミファイナル練習（３回） 

コンパウンド セミファイナル 

コンパウンド ブロンズメダルマッチ 

コンパウンド ゴールドメダルマッチ 

コンパウンド メダルセレモニー 

 

 

 



 

５ 会場 

  ヤマタスポーツパーク（鳥取県立布勢総合運動公園） 陸上競技場 
（〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢 146-1） 

  http://www.fuse-sportspark.com/ 

練習会場：鳥取県立布勢総合運動公園 投てき場 

     5 月 11 日（水）から 15 日（日）（午前 10 時から午後 4時まで） 

     時間内は本競技会出場選手のみ使用可能ですが、会場の都合上20的です。 

     用具検査もできます。 

大会受付 

  期間 会場 備考 

１ アーチェリー競技出場者 

専用大会受付 

5 月 10 日（火） 

～12 日（木） 

鳥取県立布勢 

総合運動公園 

アーチェリー 

競技出場者のみ 

２ オープニングビレッジ 調整中 京都市内  

３ マスターズビレッジ鳥取 5 月 13 日（金）～ JR 鳥取駅前 

「風紋広場」 

 

※１を希望する場合、エントリー時の大会受付会場アンケート項目では、「マスターズビレッジ

鳥取」を選択してください。 

 

６ 募集枠 

  200 人（障がい者の参加を含む） 
 

７ 競技上の規定及び試合方法 

 (1) 競技規則 

   WA 競技規則及び本大会運営規定及び本大会申し合わせ事項による。 

 (2) テクニカルデリゲート 

   大倉 有子（公益社団法人全日本アーチェリー連盟 国際部 理事） 

 (3) 大会ルール 

  ① 競技方法 

ア 予選ラウンドは、１標的２名、AB の１立制で実施する。 

イ 予選ラウンドは、4分 6射で行う。 

   ※予選通過人数については参加者の人数が確定後に発表する。 

ウ 決勝ラウンド（リカーブ）は、個人マッチラウンド（セットポイント制） 

5 セットマッチ（6ポイント先取）を行う。 

決勝ラウンド（コンパウンド）は、個人マッチラウンド（合計得点制）を行う。 

メダルマッチを含め、全てのマッチを同時射とする。（交互射ちは実施しない） 

エ リカーブは、122 ㎝的を使用する。 

オ コンパウンドは、80 ㎝ 6 リング的を使用する。 

② 得点記録 



 

  得点記録は、手書きのスコアカードと電子装置を併用して行う。 

※練習会場でスコアの端末入力練習ができる。 

 

８ 実施種別 

  （一般部門） 

性別 種別 年齢等カテゴリー 的 

男性 

リカーブ  （70m） 30+, 40+ 122 ㎝的 

リカーブ  （60m） 50+, 60+, 70+ 122 ㎝的 

コンパウンド（50m） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 80 ㎝ 6 リング的 

女性 

リカーブ  （70m） 30+, 40+ 122 ㎝的 

リカーブ  （60m） 50+, 60+, 70+ 122 ㎝的 

コンパウンド（50m） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 80 ㎝ 6 リング的 

※一般部門参加者で車イスを使用する選手は、用具検査時に有効なクラス分けカー

ドの確認をする。 

 

  （障がい者部門） 

性別 種別 年齢等カテゴリー 的 

男性 
パラ リカーブ（※） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 122 ㎝的 

パラ コンパウンド※） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 80 ㎝ 6 リング的 

女性 
パラ リカーブ（※） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 122 ㎝的 

パラ コンパウンド（※） 30+，40+，50+, 60+, 70+ 80 ㎝ 6 リング的 

   ・障がい者部門のカテゴリーは、弓の種類（リカーブ、コンパウンド）で区分し、障

がいの程度によるクラス分けは実施しない。(W1、W2（以上、車いす使用）、ST（立

位または椅子に座って競技）は区分しない。) 

・各カテゴリーの距離と的は、一般部門と同じ。 

※用具検査時に有効なクラス分けカードの確認をする。 

 

※ WA が主催するマスターズ世界選手権「World Archery Masters Championships」との

併催は、リカーブ、コンパウンドの男女 50+の年齢区分のみで実施する。 

  ≪マスターズ世界選手権（World Archery Masters Championships）との併催部門≫ 

性別 種別 年齢等カテゴリー 

男性 
リカーブ  （60m） 50+ 

コンパウンド（50m） 50+ 

女性 
リカーブ  （60m） 50+ 

コンパウンド（50m） 50+ 

 

９ 参加資格 

・安全上、アーチェリー経験者であり、矢が的から外れる心配のない者。 

・障がい者部門に参加する選手は、自国のパラ中央競技団体（日本の場合、一般社団法



 

人日本身体障害者アーチェリー連盟）のクラス分け認定を受けて有効なクラス分け

カードを保持している者。 

 

10 年齢基準 

  30 歳以上（1992 年 12 月 31 日以前に出生した者） 

 

11 表彰 

各種別の男女別で、年齢区分カテゴリーごとに 1位～3位にメダルを授与する。 

 

12 参加料 

 (1) 大会参加料金（税込・手数料込） 

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。 

 ① 競技出場者（基本料金：５種目参加可能） 

ア  日本国外在住者２４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。） 

イ 日本国内在住者１５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプショ

ン購入可。） 

② 競技関係者（基本料金） 

ア 日本国外在住者１４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。） 

イ 日本国内在住者 ５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプショ

ン購入可。） 

※ 障がい者選手補助者（競技中に障がい者を補助する者）が、その補助を行う

ために競技参加する場合は、大会参加申込は不要、大会参加料金も無料とす

る（ただし、大会参加者キット、交通パス等が必要な場合は、競技関係者とし

て申込むこと）。 

(2) 特別追加料金（エクストラフィー） 

なし 

(3) 競技用具等のレンタル料金 

なし（競技用具等のレンタルは無し） 

 

13 参加申込方法 

   パソコン又はスマートフォン等で、大会参加申込（エントリー）専用の公式ウェブ

サイト（エントリーシステム）から申し込むこと。   

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。 

 

14 参加上の注意 

（1）服装 

  ・アーチェリー競技にふさわしいスポーツウェアを着用しなければならない。 

・選手は主催者側から配布される競技者番号（ゼッケン）を識別できる位置につけ 

ること。 

https://worldarchery.sport/rulebook/article/555 
  (2) 競技用具等 



 

   ① 用具規定 

     WA の規定による  

https://worldarchery.sport/rulebook/article/793 
    ② 輸送・保管のルール 
     競技用具は、持参するものとする。（会場への事前送付不可） 
（3）保険 

  主催者側で傷害保険に加入するが、「競技出場者及び競技関係者」の「競技会場内

において競技中に負った傷害」のみが対象であり、大会参加中のあらゆるリスクをカ

バーするものではないため、大会参加に必要な保険については、自らの責任と費用負

担において加入すること。 

※ 詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。 

（4）ドーピングコントロール 

① 本競技会は、世界アンチ・ドーピング規程及び国際マスターズゲームズ協会規程

に基づくドーピングコントロール対象大会である。（アルコールテストも実施） 

② ドーピング防止活動（ドーピング検査及びドーピング防止教育啓発活動）は、国

際マスターズゲームズ協会規程に従い実施する。 

③ 本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で国際マスターズゲームズ協

会規程に従い、ドーピングコントロール手続きの対象となることに同意したもの

とみなす。詳細内容については、国際マスターズゲームズ協会規程を確認すること。 

④ 本大会は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構と連携し、スポーツを通  

して次世代に多様なスポーツの価値を遺すため、クリーンなスポーツ、クリーンな

アスリートを守る活動として、アンチ・ドーピング活動を推進していくことを目的

とする。 

  (5) 荒天対応等 

   荒天の場合は、日程を変更（短縮）して行うことがある。 

 

15 宿泊・交通申込 

(1) 宿泊 

宿泊については、大会ホームページ宿泊情報ページを参照のこと。 

(2) 交通 

会場へのアクセスなどの交通情報については、大会ホームページ交通情報ページ

を参照のこと。 

 

16 その他 

競技に参加（出場・関与）する前に大会受付を行うこと。 

(1) 大会受付 

大会受付は、オープニングビレッジ、各府県マスターズビレッジ、センタービレッ

ジ、臨時大会受付会場にて行う。顔写真付きの本人確認書類を持参の上、競技出場の

前日までに、参加者本人が行うこと（代理受付不可）。なお、団体競技やチームで参

加する場合でも、参加者一人ひとりが大会受付を行う必要がある。 

どの会場で大会受付を行っても問題ないが、会場によって受付期間・時間が異なる



 

ため、詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。 

（2）競技受付 

   会場にて競技受付は行わない。（用具検査時に、大会受付時に交付された AD カー

ドを確認することで対応する。） 

(3) 競技用具の検査 

対象 日時 会場 

リカーブ, 

コンパウンド 

5 月 11 日（水）～13 日（金） 

10：00～16：00 

鳥取県立布勢総合運動公園 

投てき場  ※練習会場 

リカーブ 

 

5 月 14 日（土） 

10：00～11：30 

鳥取県立布勢総合運動公園 

陸上競技場 

コンパウンド 

 

5 月 16 日（月） 

10：00～11：30 

鳥取県立布勢総合運動公園 

陸上競技場 

 (4) 昼食 

競技会場に、飲食コーナーを準備する。（有料） 


