
　

成年男子 用具検査 9時00分 ～ 9時40分
少年男子 自由練習 9時40分 ～ 10時10分

予選ラウンド
1回目 10時25分 ～ 11時20分
2回目 11時30分 ～ 12時25分

成年女子 用具検査 9時40分 ～ 10時20分
少年女子 自由練習 12時40分 ～ 13時10分

予選ラウンド
1回目 13時25分 ～ 14時20分
2回目 14時30分 ～ 15時25分

種別個人表彰式 16時10分 ～

第６５回国民体育大会アーチェリー競技

第１日目(１０月２日(土))競技進行表



第６５回目国民体育大会アーチェリー競技　第1日目(予選ラウンド) 平成22年10月 2日(土)

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容
全体集合 7時30分 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付

出欠確認（主任） 出欠確認（主任） 出欠確認（主任） 出欠確認（主任） 出欠確認（主任） 役員のみなさん、おはようございます。

放送準備 これより、各係ごとの打ち合わせをおこないます。指定した場所にご集合下さい。

放送 これより、各係ごとの打ち合わせをおこないます。指定した場所にご集合下さい。

打ち合わせ 7時35分 当日の段取り 当日の段取り 当日の段取り 当日の段取り 当日の段取り

　　　　　業務確認 　　　　　業務確認 　　　　　業務確認 　　　　　業務確認 　　　　　業務確認

予選ラウンド（男子） トランシーバー確認

備品確認

ボード、筆記具、

スコアカードなど

PDAの準備（ﾌｧｲﾝ)

会場準備開始 7時50分 用具検査準備（主任） 射場用具、物品確認 役員、のみなさんに連絡いたします。

用具検査表の確認 用具検査は、９時より行われます。８時１０分までにはすべての準備を終了させて下さい。

担当者確認 用具検査は、９時より行われます。８時１０分までにはすべての準備を終了させて下さい。

トランシーバー確認

審判員グッズ確認

8時00分 補助員の点呼、確認 補助員の点呼、確認 補助員の点呼

補助員の担当的割当 補助員への的割当 補助員の業務指導

　　　業務内容の指導 　※注意事項の徹底

　※注意事項の徹底

用具検査準備 8時30分 男子用具検査担当集合（８：３０） 自由練習の準備 練習会場の設営

　点呼、用具確認 　畳設置、的張り、 　タイマーの設置

　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 　畳留め、 　プレート設置､的張り

　検査表、シール、手袋確認 　ﾍﾟﾝﾁ、ﾊﾝﾏｰなど

　※検査表は２６日に使用したもの 自由練習・予選ラウン

ドの放送準備

男子選手監督 8時50分 用具検査準備 男子選手、監督のみなさまに連絡します。

競技場入場 　担当者検査所へ移動（８：５０） ただいまより、競技場への入場を許可します。

どうぞ、ご入場下さい。

繰り返します。ただいまより、競技場への入場を許可します。

どうぞ、ご入場下さい。

男子 8時54分 自由練習準備（主任） 選手のみなさまにお知らせします。

用具検査案内 　　 男子の用具検査を９時より９時４０分まで用具検査所で行います。

自由練習案内 　トランシーバー確認 また、自由練習を９時４０分より１０時１０分まで行います。

　審判員グッズ確認 女子の用具検査は９時４０分より１０時２０分まで用具検査所で行います。

繰り返します。男子の用具検査を９時より９時４０分まで用具検査所で行います。

また、自由練習を９時４０分より１０時１０分まで行います。

女子の用具検査は９時４０分より１０時２０分まで用具検査所で行います。

用具検査予告 8時55分 用具検査所準備完了 男子の用具検査、開始５分前です。

男子 9時00分 男子用具検査開始 練習会場開設 呼出　（事前確認）←　審判より （　呼び出しの状況に応じて　）

用具検査開始 　検査対象ﾁｰﾑ確認 　安全確認 　未検査ﾁｰﾑ 用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします

　・未検査、再検査の 　的、脚の確認 　再検査ﾁｰﾑ 繰り返します。

　　ﾁｰﾑの放送呼出 ※各種別県名で放送する。 用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします

　終了後　→　審判長

　審判長　→　DOSへ

（9時20分） 男子自由練習

　担当審判員集合（９：２５）

　トランシーバー準備

　審判員グッズ準備

女子 9時34分 女子用具検査準備（主任） 予選ラウンド準備 予選ラウンド準備 呼出　←　審判より 選手のみなさまにお知らせします。

用具検査案内 　用具確認 　的紙、ゲージ 　※補助員の確認 　未検査ﾁｰﾑ 女子の用具検査を９時４０分より１０時２０分まで用具検査所で行います。

　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 　ペンチ等準備 　（ｽｺｱｶｰﾄﾞの配布） 　再検査ﾁｰﾑ 繰り返します。女子の用具検査を９時４０分より１０時２０分まで用具検査所で行います。

　検査表、シール、手袋確認 　※担当的の確認 　（ＰＤＡ端末の配布）

　※検査表は前日に （役員、補助員とも） 　※整列をして待機 選手、監督ならびに会場のみなさま、ようこそ千葉県船橋市にお越しくださいました。

　　使用したもの 本日は、ここ“船橋市運動公園陸上競技場”において第６５回国民体育大会アーチェリー競技の１日目が開催されます。

放送準備 みなさまの心に残るすばらしい大会になりますよう、お一人お一人のご協力をお願い申し上げます。

　※用具検査担当者は交代せず 　 本日の日程を申し上げます。

　　女子・男子続けて行う この後、男子の自由練習に続き、10時25分より少年男子、成年男子の予選ラウンドが行われます。

70メートルの距離での予選により、１３時頃には明日からの決勝ラウンド進出チームが決定します。
引き続き、少年女子、成年女子の自由練習、予選ラウンドが行われ、４時頃には決勝ラウンド進出チームが決定します。

（　呼び出しの状況に応じて　）

用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします

繰り返します。用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします。

自由練習予告 9時35分 男子自由練習審判員入場（９：３５） 自由練習開始５分前です。

自由練習案内 9時39分 会場の安全確認 選手のみなさまにお知らせします。ただいまより自由練習を開始します。

　※放送終了後 自由練習は、４分　ひと立ちで行います。信号機に従って行射（ぎょうしゃ）・矢取り（やとり）をして下さい。

　　安全確認後、中央審判が白旗 繰り返します。。ただいまより自由練習を開始します。

自由練習は、４分　ひと立ちで行います。信号機に従って行射（ぎょうしゃ）・矢取り（やとり）をして下さい。

自由練習は、10時10分に終了する予定です。

自由練習開始 9時40分 標的・会場の確認 記録補助員入場 観客のみなさまへ、ご案内します。ただ今選手が行っているのは、競技開始前の自由練習です。

女子用具検査開始（９：４０） 競技は、70ｍはなれた的に向かって矢を前半36本、後半36本の合計72本うち、その合計点で予選が行われます。

本日、13時過ぎには個人の最終順位と明日の決勝ﾗｳﾝﾄﾞへ進出するﾁｰﾑが決定します。

１回目矢取り 9時44分 標的の確認 　チェック！ 各担当的で待機 自由練習の後、１０時２５分から少年男子・成年男子の予選ﾗｳﾝﾄﾞが始まります。

・的の剥がれの確認 ・的の剥がれの確認 ・担当的の選手確認 呼出　←　審判より （　呼び出しの状況に応じて　）

・脚のぐらつき　　など ・脚のぐらつき　　など (挨拶) 　未検査ﾁｰﾑ 用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします

　再検査ﾁｰﾑ 繰り返します。用具検査の終了していない　○○　県の　○○○　チームは用具検査所にお願いします。

自由練習終了 (10時02分) 予選ﾗｳﾝﾄﾞ準備・待機 終了放送は状況次第 選手のみなさまにお知らせします。

（１回前） ﾀｲﾐﾝｸﾞはDOSに確認 あと１回で自由練習を終了します。

最終の前の回に放送 繰り返します。あと１回で自由練習を終了します。

自由練習終了 (10時05分) 選手のみなさまにお知らせします。

予告 最終回の行射前実施 この回で自由練習を終了します。

放　　送　　内　　容

歓迎の案内

日程案内



第６５回目国民体育大会アーチェリー競技　第1日目(予選ラウンド) 平成22年10月 2日(土)

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
自由練習終了 10時10分 矢取り終了後､的交換 的交換 これをもって自由練習を終了します。

①的を剥がす 　的の運搬､張り替え 的交換が始まって

②高さ計測 　ｹﾞｰｼﾞの分担 　　　　　　　　　放送 観客の皆様、前方の的をご覧ください。ただいま的紙の交換をしています。

③新的を貼る 　的番・風向旗確認 的の上に黄色い旗があります。これは、風の方向と強さを判断するためのものです。

※自由練習時の審判 次に的の下の番号と手前の黄色と黒の同じ番号があります。選手のゼッケンにも同じ番号があり

　射場係と共に 　交換終了後→退場 選手は、その番号の的をうちます。同じ的には３名の選手が並んでうつため、選手にはそれぞれ

⑤新的の確認 Ａ・Ｂ・Ｃと分けられています。選手の位置は、公正な抽選によって決められました。

審判員整列 → 退場 なお、明日の決勝ラウンドについては、団体戦によるチームトーナメント戦となり、ひとチームに
とつの的が与えられ、分かりやすく緊張感のある試合展開になるかと思います。

男子１回目審判員集合（１０：１０）

　審判員グッズ まもなく的紙の交換が終了します。準備が出来ましたら、競技が始まります。もう少々お待ちください。

　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ準備確認

競技開始予告 10時20分 予選ラウンド男子 選手、監督のみなさまにお知らせします。

１回目審判員入場（１０：２０） 予選ラウンドの競技開始５分前です

競技開始予告 10時24分 予選ラウンドの競技開始１分前です、ご準備ください。

競技開始① 10時25分 会場の安全確認 ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年男子および少年男子の予選ラウンドを開始します。

　※放送終了後

　　安全確認後、中央審判が白旗

１回目矢取り 10時29分 的前（５ｍ）にて整然と待機 　的のずれ、的紙の 　相互看的 男子７０ｍ１回目６射がうち終わりました。採点、矢取りをおこなっています。

　ｱﾋﾟｰﾙには冷静に 　剥がれ等確認 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとPDA端末を選手に渡す グランドの左右から出てきたのは、得点記録補助員で、県内高校のアーチェリー部の生徒達です。

　自信を持って対処 ②記入後、控えを選手に渡す 補助員は、各的に１名ずつ配置され、選手の得点を記録し、本部まで持ち帰ります。

　ﾎﾟｲﾝﾄの残りなどで ③ｽｺｱｶｰﾄﾞ･PDA持ち帰る その点数を集計し、観客のみなさまにも速報用紙、オーロラビジョンで速やかにお知らせします。

２回目矢取り 10時38分 　標的の交換などは 　　↓（ﾃﾝﾄにて） ２回目をうち終わり、採点、記録をおこなってます。

　速やかにおこなう ④集計用スコアカードの回収 ただいまおこなわれている競技は、個人戦の決勝戦と明日からの団体戦の予選を兼ねています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ発生の時は審判 明日の団体戦に進出できるのは、成年男子・女子は各１６チーム、少年男子・女子は各８チームです。

３回目矢取り 10時47分 　員、射場係に連絡する ３回目をうち終わり、採点、矢取りをおこなっています。

これで前半の１８射まで打ち終わりました。

弁当配布案内 10時52分 お知らせします。11時00分より13時30分まで、昼食の弁当の配布をします。

各チーム代表の方は、引換券をご持参の上、引換所までお越しください。

繰り返します。11時00分より13時30分まで、昼食の弁当の配布をします。

各チーム代表の方は、引換券をご持参の上、引換所までお越しください。

４回目矢取り 10時56分 予選ﾗｳﾝﾄﾞ後半準備 ４回目をうち終わり、採点記録をおこなっています。

　スコアカード ここで観客のみなさまに採点についてご説明します。

　ボード、筆記具 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。

　補助員担当的確認 ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

本日の採点は選手が自分の得点を読み上げ、これを同的の選手が記録します。

もし、得点に疑問が有れば、審判員の判定が求められ、常に公正な採点が行われます。

５回目矢取り 11時05分 ５回目を終わり、選手は採点、矢取りをおこなっています。

選手が使用している矢は、羽の色や目印、記してある名前によって区別できるようになっています。

たくさんの矢が刺さっていますが、自分の得点を間違えるようなことはありません。

次の回が、男子予選ラウンド前半の最後の６射となります。

６回目終了 11時14分 ※的紙交換はなし ※的紙交換はなし ｽｺｱｶｰﾄﾞの確認 ６回目がうち終わり、採点、記録をおこなっています。これで男子予選ラウンド前半が終了しました。

予選ﾗｳﾝﾄﾞ男子２回目準備 ・風向旗の確認 ※記入漏れ→選手へ伝える。 後半の行射は11時３０分より開始します。

　担当審判員集合（１１：１５） ・的番号 　　↓（ﾃﾝﾄにて）

（速報の異議） ・審判員ｸﾞｯｽﾞ ・的紙の剥がれなど 集計用スコアカードの回収

・トランシーバー確認 ※交換の必要性があ 本部用スコアカードの回収 このあと配布されます、記録速報について、異議のある場合は、随時記録集計室までお申し出ください。

　ればおこなう ※１枚目も本部へ

競技再開予告 11時25分 女子２回目審判員入場（１１：２５） 作業終了後、速退場 予選ラウンド後半の競技開始５分前です。ご準備ください。

11時29分 競技開始１分前です。ご準備ください。

競技開始② 11時30分 会場の安全確認 お待たせしました。

　※放送終了後 男子予選ラウンド後半の競技を開始します

　　安全確認後、中央審判が白旗

１回目矢取り 11時34分 的前にて整然と待機 　的のずれ、的紙の 　相互看的 １回目をうち終わりました。採点、矢取りをおこなっています。

　ｱﾋﾟｰﾙには冷静に 　剥がれ等確認 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとPDA端末を選手に渡す

２回目矢取り 11時43分 　自信を持って対処 ②記入後、控えを選手に渡す ２回目をうち終わりました。ここで、選手が使用している弓と矢についてご案内します。

　ﾎﾟｲﾝﾄの残りなどで ③ｽｺｱｶｰﾄﾞ･PDA持ち帰る 弓は、ハンドルと呼ばれる部分と上下についているリムと呼ばれるもの、それに取り付けられる付属品とに分けられます。

　標的の交換などは 　　↓（ﾃﾝﾄにて） 付属品には、的をねらうために必要なサイトと呼ぶものや振動を吸収するためのスタビライザーと呼ぶものなどがあります。

　速やかにおこなう ④集計用スコアカードの回収 矢は、アルミニウム製やカーボン製で、３枚の羽をつけて使用します。

３回目矢取り 11時52分 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ発生の時は審判 ３回目をうち終わり、採点、矢取りをおこなっています。

　員、射場係に連絡する

４回目矢取り 12時01分 ４回目をうち終え、採点を行っています。

明日からの団体戦決勝ラウンドには、成年男女では各16チーム、少年男女では各８チームが進出となります。

進出に必要な予選ラウンドの得点は、各チーム３名の得点の合計によります。

かりに進出可能ラインである１６位、８位が得点により複数になった場合には、シュートオフと呼ぶ方法が行われます。

５回目矢取り 12時10分 ５回目をうち終わりました。

成年男子、少年男子予選ラウンドも残すところ、１回を残すのみとなりました。

６回目矢取り 12時19分 矢取り後、的面確認 ・風向旗の確認 ｽｺｱｶｰﾄﾞの確認 以上をもちまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年男子および少年男子の予選ラウンドを終了します。

WLまでもどり、退場 ・的番号 ※記入漏れ→選手へ伝える。 会場のみなさま、選手へ大きな拍手をお送りください。

・的紙の剥がれなど 　　↓（ﾃﾝﾄにて） これから、男子予選ラウンドの最終成績の集計を行います。

※交換の必要性があ 集計用スコアカードの回収 監督・選手の皆様は、確認用成績一覧表が配布されるまで、しばらくその場でお待ちください。

　ればおこなう 本部用スコアカードの回収 特にシュートオフの可能性があるチームは、弓具もそのままにしてお待ちください。

作業終了後、速退場 ※１枚目も本部へ

確認用成績 12時30分 シュートオフの可能性 ｼｭｰﾄﾄｵﾌの時の準備 確認用成績一覧出力 監督、選手の皆様に連絡します。

完成 考え、控室で担当待機 ※速報用紙で確認 ①確認用の配布 記録→ＤＯＳへ連絡 成年男子、少年男子の確認用成績一覧表を配布しますので、各チームの代表は会場左手の競技本部までお越しください。

　※２回目の審判が担当 ※該当的の確認 ②異議申立の準備 成績配布後、10分間 繰り返します。

　※速報用紙で確認 ※記録確認のため の異議申立の放送 成年男子、少年男子の確認用成績一覧表を配布しますので、各チームの代表は会場左手の競技本部までお越しください。

③ｽｺｱｶｰﾄﾞ､PDA準備 ※配布時間の記録 得点に異議のある場合は、　12時40分　までに競技本部の異議受付所までお越しください。

※ｼｭｰﾄｵﾌ用のため ※立ち位置の確認連絡→審判 繰り返します。得点に異議のある場合は、　12時40分　までに競技本部の異議受付所までお越しください。

異議申立終了 12時37分 異議受付終了３分前です。

予告

異議申立終了 12時40分 確定成績一覧出力 監督、選手の皆様にお知らせします。

ただいま、競技記録の異議受付を終了しました。（異議申立は、ありませんでしたので）成績は確定しました。

確定成績一覧表は、表彰式終了後競技本部にて配布いたします。

以後、５回目まで繰り返し以後、５回目まで繰り返し



第６５回目国民体育大会アーチェリー競技　第1日目(予選ラウンド) 平成22年10月 2日(土)

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
ｼｭｰﾄｵﾌの時 12時45分 (シュートオフにより (シュートオフにより (シュートオフにより (シュートオフにより 同点のチームがありました。シュートオフをおこないます。

　男子予選時間延長） 　男子予選時間延期) 　男子予選時間延長) 　男子予選時間延長) 　　　　　　　　　　県チームは　　　　的へ、　　　　　　　　　県チームは　　　　的へ移動、準備をして下さい。

※ｼｭｰﾄｵﾌ終了後 ※ｼｭｰﾄｵﾌ終了後 該当的補助員準備 シュートオフの案内 シュートオフは、４０秒以内に１本の矢を３名の選手が同時にうちます。チーム３名の合計点により、勝敗が決定します。

　　すぐに女子自由練習へ 　　すぐに女子予選へ 　ｼｭｰﾄｵﾌ用スコアカード もし、同点で有れば、再度シュートオフを行います。３回目も同点で有れば、的の中心に最も近いところをうった選手が居るチームが

※女子自由練習担当 　PDA確認 決勝ラウンドに進出します。結果が出たようです。的前をご覧ください。それでは、判定をどうぞ。

　は、そのまま待機 ※ｼｭｰﾄｵﾌ終了後 　　　　　　　　県チームが決勝ラウンド進出です。

ｼｭｰﾄｵﾌの担当審判員再入場 　　すぐに女子予選へ

男子選手退場 12時25分 女子自由練習 自由練習の準備 予選ﾗｳﾝﾄﾞの準備 自由練習､予選ﾗｳﾝﾄﾞ このあと、成年女子・少年女子の競技が始まりますので、成年男子・少年男子の監督、選手はすみやかに退場して下さい。

　　担当審判員集合（１２：２５） ・ﾍﾟﾝﾁ、ﾊﾝﾏｰ備品 ・スコアカード、ＰＤＡ 　　　放送準備 繰り返します。

　自由練習準備 ・畳、的紙など 　ボード、筆記具など このあと、成年女子・少年女子の競技が始まりますので、成年男子・少年男子の監督、選手はすみやかに退場して下さい。

明日の案内 12時26分 　・審判員ｸﾞｯｽﾞ ※原則的交換は無い ・記録補助員 成年男子・少年男子の予選ラウンドへのご声援ありがとうございました。

　・トランシーバー 　担当的の確認 明日の団体戦決勝ラウンドは、９時より開始されます。

なお、個人の種別表彰式は、１６時１０分より競技会場にておこなう予定です。

引き続き、成年女子・少年女子の予選ラウンドが始まります。

女子入場許可 12時30分 成年女子・少年女子の監督、選手に連絡いたします。

ただいまより、競技場への入場を許可いたします。

繰り返します。ただいまより、競技場への入場を許可いたします。

大会案内 12時31分 予選ﾗｳﾝﾄﾞの準備 記録補助員の準備

　・的、ゲージ、ﾍﾟﾝﾁ ・ｽｺｱｶｰﾄﾞの配布 選手、監督ならびに会場のみなさま、ようこそ千葉県船橋市にお越しくださいました。

※補助員担当的確認 ・担当的確認、整列 本日は、ここ“船橋市運動公園陸上競技場”において第６５回国民体育大会アーチェリー競技の１日目が開催されます。

　（自由練習時含む） みなさまの心に残るすばらしい大会になりますよう、お一人お一人のご協力をお願い申し上げます。

本日の日程を申し上げます。

この後、女子の自由練習に続き、13時25分より少年女子、成年女子の予選ラウンドが行われます。
70メートルの距離での予選により、16時頃には明日からの決勝ラウンド進出チームが決定します。

自由練習予告 12時35分 女子自由練習 自由練習５分前です。

自由練習案内 12時39分 　担当審判員入場（１２：３５） 選手のみなさまにお知らせします。ただいまより自由練習を開始します。

　　会場の安全確認 自由練習は、４分　ひと立ちで行います。信号機に従って行射（ぎょうしゃ）・矢取り（やとり）をして下さい。

　　　※放送終了後 繰り返します。。ただいまより自由練習を開始します。

　　安全確認後、中央審判が白旗 自由練習は、４分　ひと立ちで行います。信号機に従って行射（ぎょうしゃ）・矢取り（やとり）をして下さい。

自由練習は、１３時１０分に終了する予定です。

自由練習開始 12時40分 標的の確認 標的、会場内の確認 記録補助員入場 観客のみなさまへ、ご案内します。ただ今選手が行っているのは、競技開始前の自由練習です。

１回目矢取り 12時44分 ・的の剥がれの確認 ・的の剥がれの確認 競技は、70ｍはなれた的に向かって矢を前半36本、後半36本の合計72本うち、その合計点で予選が行われます。

・脚のぐらつき　　など ・脚のぐらつき　　など 各担当的で待機 本日、16時過ぎには個人の最終順位と明日の団体戦決勝ﾗｳﾝﾄﾞへ進出するﾁｰﾑが決定します。

・担当的の選手確認 自由練習の後、１３時４５分から少年女子・成年女子の予選ﾗｳﾝﾄﾞが始まります。

(挨拶) 終了放送は状況次第

ﾀｲﾐﾝｸﾞはDOSに確認

自由練習終了 (13時02分) 最終の前の回に放送 選手のみなさまにお知らせします。

（１回前） 予選ﾗｳﾝﾄﾞ準備・待機 あと１回で自由練習を終了します。繰り返します。あと１回で自由練習を終了します。

自由練習終了 (13時05分) 最終回の行射前実施 選手のみなさまにお知らせします。

予告 この回で自由練習を終了します。

自由練習終了 13時10分 矢取り終了後､的交換 的交換 これをもって自由練習を終了します。

①的を剥がす 　的の運搬､張り替え

②高さ計測 　ｹﾞｰｼﾞの分担 観客の皆様、前方の的をご覧ください。ただいま的紙の交換をしています。

③新的を貼る 　的番・風向旗確認 的の上に黄色い旗があります。これは、風の方向と強さを判断するためのものです。

※自由練習時の審判 次に的の下の番号と手前の黄色と黒の同じ番号があります。選手のゼッケンにも同じ番号があり

　射場係と共に 　交換終了後→退場 選手は、その番号の的をうちます。同じ的には３名の選手が並んでうつため、選手にはそれぞれ

⑤新的の確認 Ａ・Ｂ・Ｃと分けられています。選手の位置は、公正な抽選によって決められました。

審判員整列 → 退場 なお、明日の決勝ラウンドについては、団体戦によるチームトーナメント戦となり、ひとチームに

女子１回目審判員集合（１３：１０） ひとつの的が与えられ、分かりやすく緊張感のある試合展開になるかと思います。

　審判員グッズ

　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ準備確認 まもなく的紙の交換が終了します。準備が出来ましたら、競技が始まります。もう少々お待ちください。

競技開始予告 13時20分 予選ﾗｳﾝﾄﾞ女子１回目 監督、選手の皆様にお知らせします。

　担当審判員入場（１３：２０） 予選ラウンドの競技開始５分前です。

開始前予告 13時24分 予選ラウンドの競技開始１分前です。ご準備ください。

競技開始① 13時25分 会場の安全確認 ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年女子および少年女子の予選ラウンドを開始します。

　※放送終了後

　　安全確認後、中央審判が白旗

１回目矢取り 13時29分 的前にて整然と待機 　的のずれ、的紙の 　相互看的 女子７０ｍ１回目６射がうち終わりました。採点、矢取りをおこなっています。

　ｱﾋﾟｰﾙには冷静に 　剥がれ等確認 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとPDA端末を選手に渡す グランドの左右から出てきたのは、得点記録補助員で、県内高校のアーチェリー部の生徒達です。

　自信を持って対処 ②記入後、控えを選手に渡す 補助員は、各的に１名ずつ配置され、選手の得点を記録し、本部まで持ち帰ります。

　ﾎﾟｲﾝﾄの残りなどで ③ｽｺｱｶｰﾄﾞ･PDA持ち帰る その点数を集計し、観客のみなさまにも速報用紙、オーロラビジョンで速やかにお知らせします。

２回目矢取り 13時38分 　標的の交換などは 　　↓（ﾃﾝﾄにて） ２回目をうち終わり、採点、記録をおこなってます。

　速やかにおこなう ④集計用スコアカードの回収 ただいまおこなわれている競技は、個人戦の決勝戦と明日からの団体戦の予選を兼ねています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ発生の時は審判 明日の団体戦に進出できるのは、成年男子・女子は各１６チーム、少年男子・女子は各８チームです。

３回目矢取り 13時47分 　員、射場係に連絡する ３回目をうち終わり、採点、矢取りをおこなっています。

これで前半の１８射まで打ち終わりました。

４回目矢取り 13時56分 ４回目をうち終わり、採点記録をおこなっています。

ここで観客のみなさまに採点についてご説明します。

※予選ﾗｳﾝﾄﾞ後半準備 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。

　スコアカード ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

　ボード、筆記具 本日の採点は選手が自分の得点を読み上げ、これを同的の選手が記録します。

　補助員担当的確認 もし、得点に疑問が有れば、審判員の判定が求められ、常に公正な採点が行われます。

５回目矢取り 14時05分 ５回目を終わり、選手は採点、矢取りをおこなっています。

選手が使用している矢は、羽の色や目印、記してある名前によって区別できるようになっています。

そのため、たくさんの矢が刺さっていますが、自分の得点を間違えるようなことはありません。

次の回が、女子予選ラウンド前半の最後の６射となります。

６回目終了 14時14分 ※的紙交換はなし ※的紙交換はなし ｽｺｱｶｰﾄﾞの確認 ６回目がうち終わり、採点、記録をおこなっています。これで男子予選ラウンド前半が終了しました。

予選ﾗｳﾝﾄﾞ女子２回目準備 ・風向旗の確認 ※記入漏れ→選手へ伝える。 後半の行射は１４時３０分より開始します。

　担当審判員集合（１４：１５） ・的番号 　　↓（ﾃﾝﾄにて）

（速報の異議） ・審判員ｸﾞｯｽﾞ ・的紙の剥がれなど 集計用スコアカードの回収

・トランシーバー確認 ※交換の必要性があ 本部用スコアカードの回収 このあと配布されます、記録速報について、異議のある場合は、随時記録集計室までお申し出ください。

　ればおこなう ※１枚目も本部へ

以後、５回目まで繰り返し以後、５回目まで繰り返し



第６５回目国民体育大会アーチェリー競技　第1日目(予選ラウンド) 平成22年10月 2日(土)

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
競技再開予告 14時25分 予選ﾗｳﾝﾄﾞ女子２回目 作業終了後、速退場 予選ラウンド後半の競技開始５分前です。ご準備ください。

14時29分 　担当審判員入場（１４：２５） 競技開始１分前です。ご準備ください。

競技開始② 14時30分 会場の安全確認 お待たせしました。

　※放送終了後 女子予選ラウンド後半の競技を開始します

　　安全確認後、中央審判が白旗

１回目矢取り 14時34分 的前にて整然と待機 　的のずれ、的紙の 　相互看的 １回目をうち終わりました。採点、矢取りをおこなっています。

　ｱﾋﾟｰﾙには冷静に 　剥がれ等確認 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとPDA端末を選手に渡す

２回目矢取り 14時43分 　自信を持って対処 ②記入後、控えを選手に渡す ２回目をうち終わりました。ここで、選手が使用している弓と矢についてご案内します。

　ﾎﾟｲﾝﾄの残りなどで ③ｽｺｱｶｰﾄﾞ･PDA持ち帰る 弓は、ハンドルと呼ばれる部分と上下についているリムと呼ばれるもの、それに取り付けられる付属品とに分けられます。

　標的の交換などは 　　↓（ﾃﾝﾄにて） 付属品には、的をねらうために必要なサイトと呼ぶものや振動を吸収するためのスタビライザーと呼ぶものなどがあります。

　速やかにおこなう ④集計用スコアカードの回収 矢は、アルミニウム製やカーボン製で、３枚の羽をつけて使用します。

３回目矢取り 14時52分 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ発生の時は審判 ３回目をうち終わり、採点、矢取りをおこなっています。

　員、射場係に連絡する

４回目矢取り 15時01分 ４回目をうち終え、採点を行っています。

明日からの団体戦決勝ラウンドには、成年男女では各16チーム、少年男女では各８チームが進出となります。

進出に必要な予選ラウンドの得点は、各チーム３名の得点の合計によります。

かりに進出可能ラインである１６位、８位が得点により複数になった場合には、シュートオフと呼ぶ方法が行われます。

５回目矢取り 15時10分 ５回目をうち終わりました。

成年女子、少年女子の予選ラウンドも残すところ、１回を残すのみとなりました。

６回目矢取り 15時19分 矢取り後、的面確認 ・風向旗の確認 ｽｺｱｶｰﾄﾞの確認 以上をもちまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年女子および少年女子の予選ラウンドを終了します。

WLまでもどり、退場 ・的番号 ※記入漏れ→選手へ伝える。 会場のみなさま、選手へ大きな拍手をお送りください。

・的紙の剥がれなど 　　↓（ﾃﾝﾄにて） これから、女子予選ラウンドの最終成績の集計を行います。

※交換の必要性があ 集計用スコアカードの回収 監督・選手の皆様は、確認用成績一覧表が配布されるまで、しばらくその場でお待ちください。

　ればおこなう 本部用スコアカードの回収 特にシュートオフの可能性があるチームは、弓具もそのままにしてお待ちください。

作業終了後、速退場 ※１枚目も本部へ

確認用成績 15時30分 シュートオフの可能性 ｼｭｰﾄﾄｵﾌの時の準備 確認用成績一覧出力 記録→ＤＯＳへ連絡 監督、選手の皆様に連絡します。

完成 考え、控室で担当待機 ※速報用紙で確認 ①確認用の配布 成績配布後、10分間 成年女子、少年女子の確認用成績一覧表を配布しますので、各チームの代表は会場左手の競技本部までお越しください。

　※２回目の審判が担当 ※該当的の確認 ②異議申立の準備 の異議申立の放送 繰り返します。

　※速報用紙で確認 ※記録確認のため ※配布時間の記録 成年女子、少年女子の確認用成績一覧表を配布しますので、各チームの代表は会場左手の競技本部までお越しください。

③ｽｺｱｶｰﾄﾞ､PDA準備 得点に異議のある場合は、　１５時４０分　までに競技本部の異議受付所までお越しください。

※ｼｭｰﾄｵﾌ用のため 繰り返します。得点に異議のある場合は、　１５時４０分　までに競技本部の異議受付所までお越しください。

異議申立終了 15時37分 異議受付終了３分前です。

予告

異議申立終了 15時40分 確定成績一覧出力 監督、選手の皆様にお知らせします。

ただいま、競技記録の異議受付を終了しました。（異議申立は、ありませんでしたので）成績は確定しました。

確定成績一覧表は、表彰式終了後競技本部にて配布いたします。

ｼｭｰﾄｵﾌの時 15時45分 (シュートオフにより (シュートオフにより (シュートオフにより 同点のチームがありました。シュートオフをおこないます。

　女子予選時間延長) 　女子予選時間延長) 　女子予選時間延長) 　　　　　　　　　　県チームは　　　　的へ、　　　　　　　　　県チームは　　　　的へ移動、準備をして下さい。

該当的補助員準備 シュートオフの案内 シュートオフは、４０秒以内に１本の矢を３名の選手が同時にうちます。チーム３名の合計点により、勝敗が決定します。

ｼｭｰﾄｵﾌの審判員再入場 　ｼｭｰﾄｵﾌ用ｽｺｱｶｰﾄﾞ もし、同点で有れば、再度シュートオフを行います。３回目も同点で有れば、的の中心に最も近いところをうった選手が居るチームが

　PDA確認 決勝ラウンドに進出します。結果が出たようです。的前をご覧ください。それでは、判定をどうぞ。

　　　　　　　　県チームが決勝ラウンド進出です。

弁当の申し込み 明日の弁当申し込みの案内放送 選手・監督にお知らせいたします。

案内 ただいまから30分間、明日の弁当申し込みを弁当引換所にて行います。

表彰式案内 15時50分 式典係より連絡あり 式典係より連絡あり 式典係より連絡あり 練習会場閉鎖（16時） 式典係との連絡調整 このあと、１６時１０分より種別個人表彰式を実施いたします。

（個人） ～ 次第、役員は整列 次第、役員は整列 次第、役員は整列 表彰式への参加選手は、ユニフォームまたは各県指定の服装で参加、整列して下さい。

繰り返します。表彰式への参加選手は、ユニフォームまたは各県指定の服装で参加、整列して下さい。

表彰式案内 このあと、１６時１０分より種別個人表彰式を運動公園体育館にて実施いたします。

（荒天時） 表彰式への参加選手は、ユニフォームまたは各県指定の服装で参加、整列して下さい。移動をお願いします。

繰り返します。表彰式を運動公園体育館で行いますので、参加選手は、ユニフォームまたは各県指定の服装で参加、整列して下さい。

個人表彰式 16時10分 表彰式シナリオ・放送原稿による

（表彰式終了後）

明日の団体戦決勝ラウンドは９時より成年男子１回戦、１０時１０分より成年女子１回戦が開始されます。

監督、選手のみなさま、宿舎までお気をつけてお戻りください。

会場のみなさま、多くのご声援ありがとうございました。

（記録係からの連絡を受けてから）

確定成績一覧表を配布いたします。各チームの代表者の方は、引換券をご用意の上、競技本部までお越しください。

確定成績一覧表を配布いたします。各チームの代表者の方は、引換券をご用意の上、競技本部までお越しください。

２日目の準備 16時40分 決勝ﾗｳﾝﾄﾞﾚｲｱｳﾄ設置 決勝ﾗｳﾝﾄﾞﾚｲｱｳﾄ設置 決勝ﾗｳﾝﾄﾞの準備 決勝ﾗｳﾝﾄﾞの準備 会場役員、補助員のみなさまに連絡します。

①標的の移動 ①スコアカード ・放送内容の確認 ただいまから、会場のレイアウトの変更作業を始めてください。

・射場係と連絡 ②エリアの作成 ②決勝進出ﾁｰﾑ確認

③的番設置 ③ＰＤＡ確認、充電

集合 17時20分
（部署） 各部署でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 各部署でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 各部署でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 各部署でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 各部署でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

集合 17時40分 集合 集合 集合 集合 集合 競技役員代表者のミーティングを行います、本部前に集合ください。

（全体） 主任以上ミーティング 主任以上ミーティング 主任以上ミーティング 主任以上ミーティング 主任以上ミーティング 競技役員代表者のミーティングを行います、本部前に集合ください。

解散 18時00分



　　
練習ゾーン開設 8時30分 ～ 15時40分

成年男子 1回戦
1組目 9時00分 ～ 9時25分
2組目 9時35分 ～ 10時00分

成年女子 1回戦
1組目 10時10分 ～ 10時35分
2組目 10時45分 ～ 11時10分

少年男子 1回戦 11時20分 ～ 11時45分
少年女子 1回戦 11時55分 ～ 12時20分
成年男子 準々決勝 12時30分 ～ 12時55分
成年女子 準々決勝 13時05分 ～ 13時30分
少年男子 準決勝 13時55分 ～ 14時20分
少年女子 準決勝 14時30分 ～ 14時55分
成年男子 準決勝 15時05分 ～ 15時30分
成年女子 準決勝 15時40分 ～ 16時05分

第６５回国民体育大会アーチェリー競技

第２日目(１０月３日(日))競技進行表



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容
全体集合 7時30分 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 競技役員、補助員のみなさん、おはようございます。本日から決勝ラウンドです。頑張りましょう。

出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） これより、各係ごとの打ち合わせをおこないます。指定した場所にご集合下さい。
放送準備 これより、各係ごとの打ち合わせをおこないます。指定した場所にご集合下さい。

放送
打ち合わせ 7時35分 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ
（各部門） １日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認
会場準備開始 7時45分 練習ゾーン、１回戦の 練習ゾーン準備 １回戦準備 練習会場確認・準備 業務連絡いたします。成年男子１回戦に出場の選手は８時２０分に練習ゾーンに入場開始となります。

審判準備（主任） ・畳、的貼り、畳留め ・スコアカード、ＰＤＡ ※競技会場の前日の ８時までにすべての準備を終了させてください。
・ｹﾞｰｼﾞ、ﾍﾟﾝﾁ、ﾊﾝﾏｰ ・ボード、筆記具準備 　的紙を引き取り使用

決勝ﾗｳﾝﾄﾞ案内 7時50分 ・審判員グッズ 会場のみなさま、おはようございます。
・トランシーバー 決勝エリア準備 本日は、大会２日目、前日の予選ラウンドを勝ち上がりました成年男子、女子各１６チーム、少年男子、女子各８チームによります

・畳、的貼り、畳留め 団体戦決勝ラウンドの第１日目です。
決勝ｴﾘｱ準備（射場係と） ・ｹﾞｰｼﾞ、ﾍﾟﾝﾁ、ﾊﾝﾏｰ ９時からの成年男子の１回戦から１６時０５分終了予定の成年女子準決勝戦までの長い１日の始まりです。
①的の張替 ※高さは審判員測る みなさんの熱い声援で、この大会を盛り上げてください。
②高さ確認 補助員点呼､確認(８時） なお、成年男子１回戦に出場する監督、選手の競技場への入場は８時２０分となります。

・業務内容の確認 補助員点呼､確認(８時） 補助員点呼､確認(８時） もうしばらくお待ちください。
・担当的の確認 ・業務内容の確認 ・業務内容の確認

男子選手入場 8時20分 練習ｿﾞｰﾝ担当者集合（８：１５） ※電光掲示板への ・担当的の確認 練習会場の設営 監督、選手のみなさんにお知らせいたします。練習ｿﾞｰﾝへの入場を許可いたします。お入りください。
・トランシーバー 　　　県名の設置 ・スコアカード、ＰＤＡ端末配布 ※的紙は、前日の試合 成年男子1回戦1組目（ひとくみめ）の対戦に出場チームは、「次回対戦チーム優先レーン」にお入りください。
・審判員グッズ確認 　　で使用した的紙 成年女子のチームは、「優先レーン」以外の練習ゾーンをお使いください。

8時25分 練習ｿﾞｰﾝ担当者入場（８：２５） 練習は、８時３０分から開始します。
練習ゾーン 成年男子 ただいまから、練習ゾーンでの練習を開始します。どうぞご利用ください。
　　　　使用開始 8時30分 １回戦１組目担当集合（８：４５） なお、練習ゾーンにおける行射は、２分矢取りを繰り返し、信号機により進行します。

・トランシーバー 矢取りの時に放送 ここで、会場にお越しのみなさまに本日の競技方法についてご案内いたします。
・審判員グッズ確認 本日の団体戦決勝ラウンドは、７０ｍの距離で実施されます。

１チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。
また、対戦中、各チームの１回ごとの得点経過が観客席手前の得点表示板に表示されます。
シーソーゲームも予想される競技方法です。出場される各チームへの大きな声援をお願いします。

競技開始予告 8時50分 成年男子 監督、選手の皆様にお知らせします。
１回戦１組目担当入場（８：５０） 成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）の競技開始１０分前です。対戦に参加の選手は、準備をお願いします。
※ラインジャッジ選手確認 繰り返します。成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）の競技開始１０分前です。対戦に参加の選手は、準備をお願いします。

成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」にお入りください。
そのほかの各チームは、「優先レーン」以外の練習ゾーンをお使いください。
繰り返します。成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）の競技開始１０分前です。対戦に参加の選手は、準備をお願いします。

対戦ﾁｰﾑ紹介 8時56分 成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８チーム） 会場の皆様、成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

競技開始１分前 8時59分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成年男子１組
目 9時00分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年男子１回戦１組目（ひとくみめ）の競技を開始いたします。

１回目矢取り 9時02分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う 練習会場開設 ①矢取りごと、放送 成年男子１回戦１組目の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

２回目矢取り 9時08分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年男子１回戦１組目の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 9時14分 　 　審判員､射場係へ ③ 成年男子１回戦１組目の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

成年男子２組目準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 9時20分 成年男子２組目集合（９：２０） ・スコアカード 以上で、成年男子１回戦、１組目（ひとくみめ）の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 9時22分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準々決勝に進出となります。
　　DOSへ ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 9時24分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ ・準々決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備 ７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準々決勝進出のチームは、おめでとうございます。

シュートオフが 成男１組目を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　的前に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 勝利したチームは、１２時３０分から準々決勝開始予定となります。

３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

勝利したチームは、１２時３０分から準々決勝開始予定となります。

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準々決勝をかけて対戦いたします。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

放　　送　　内　　容

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
的紙交換 9時25分 結果発表後、大至急で 成年男子１回戦２組目 このあと、９時３５分より成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。

的紙交換 スコアカード、補助員確認 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
男子２組目審判員入場（９：２５） 繰り返します。このあと、９時３５分より成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

対戦ﾁｰﾑ紹介 9時31分 成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８ﾁｰﾑ） 会場の皆様、成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

競技開始１分前 9時34分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成年男子２組
目 9時35分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の競技を開始いたします。

１回目矢取り 9時37分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 記録補助員は、県内高校のアーチェリー部の生徒達が行っています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ 各チームの各回ごとの得点は、前方の得点板に表示されます。

２回目矢取り 9時43分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 9時49分 　 　審判員､射場係へ ③ 成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

成女１組目準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 9時55分 成年女子１組目集合（９：５５） ・スコアカード 以上で、成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 9時57分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準々決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 9時59分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に 結果発表後、大至急で ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ 的紙交換 ・準々決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備 ７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準々決勝進出のチームは、おめでとうございます。

シュートオフが 成男２組目を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 勝利したチームは、１２時３０分から準々決勝開始予定となります。
的紙交換 10時00分 結果発表後、大至急で 成年女子１回戦１組目 このあと、１０時１０分より成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。

的紙交換 スコアカード、補助員確認 成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
女子１組目審判員入場（１０：００） 繰り返します。このあと、１０時１０分より成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

状況見て、的紙交換 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
対戦ﾁｰﾑ紹介 10時06分 会場の皆様、成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。
（県名８チーム）

競技開始１分前 10時09分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成年女子１組
目 10時10分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の競技を開始いたします。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

勝利したチームは、１２時３０分から準々決勝開始予定となります。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準々決勝をかけて対戦いたします。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準々決勝をかけて対戦いたします。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
１回目矢取り 10時12分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

２回目矢取り 10時18分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 10時24分 　 　審判員､射場係へ ③ 成年女子１回戦１組目（ひとくみめ）の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

成年女子２組目準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 10時30分 成年女子２組目集合（１０：３０） ・スコアカード 以上で、成年女子回戦１組目（ひとくみめ）の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 10時32分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準々決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 10時34分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ ・準々決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備 ７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準々決勝進出のチームは、おめでとうございます。

シュートオフが 成女１組目を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　的前に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 勝利したチームは、１３時０５分から準々決勝開始予定となります。
的紙交換 10時35分 成年女子１回戦 結果発表後、大至急で 成年女子１回戦２組目 このあと、１０時４５分より成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。

　１・２組目担当以外手伝 的紙交換 スコアカード、補助員確認 少年男子１回戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
女子２組目審判員入場（１０：３５） 繰り返します。このあと、１０時４５分より成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 少年男子１回戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

対戦ﾁｰﾑ紹介 10時41分 成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８ﾁｰﾑ） 会場の皆様、成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

競技開始１分前 10時44分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成年女子２組
目 10時45分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の競技を開始いたします。

１回目矢取り 10時47分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 記録補助員は、県内高校のアーチェリー部の生徒達が行っています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ 各チームの各回ごとの得点は、前方の得点板に表示されます。

２回目矢取り 10時53分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年男子１回戦２組目（ふたくみめ）の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 10時59分 　 　審判員､射場係へ ③ 成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

少年男子１回戦担当準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 11時05分 少年男子１回戦集合（１１：０５） ・スコアカード 以上で、成年女子１回戦２組目（ふたくみめ）の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 11時07分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準々決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 11時09分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に 結果発表後、大至急で ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ 的紙交換 ・準々決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備

シュートオフが 成女２組目を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　的前に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 勝利したチームは、１３時０５分から準々決勝開始予定となります。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

勝利したチームは、１３時０５分から準々決勝開始予定となります。
７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準々決勝進出のチームは、おめでとうございます。

５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

勝利したチームは、１３時０５分から準々決勝開始予定となります。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準々決勝をかけて対戦いたします。

３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
的紙交換 11時10分 結果発表後、大至急で 少年男子１回戦 このあと、１１時２０分より少年男子１回戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。

的紙交換 スコアカード、補助員確認 少年女子１回戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
少年男子１回戦入場（１１：１０） 繰り返します。このあと、１１時２０分より少年男子１回戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 少年女子１回戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

弁当配布 11時12分 お知らせします。１１時３０分より１３時３０分まで、昼食の弁当を配布いたします。各チームの代表の方は、引換券ご持参のうえ、
引換所までお越しください。繰り返します。
１１時３０分より１３時３０分まで、昼食の弁当を配布いたします。各チームの代表の方は、引換券ご持参のうえ、引換所までお越しください。

対戦ﾁｰﾑ紹介 11時16分 少年男子１回戦に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８チーム） 会場の皆様、少年男子１回戦に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

競技開始１分前 11時19分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
少年男子１回
戦 11時20分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、少年男子１回戦の競技を開始いたします。

１回目矢取り 11時22分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 少年男子１回戦の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

２回目矢取り 11時28分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 少年男子１回戦の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 11時34分 　 　審判員､射場係へ ③ 少年男子１回戦の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

少年女子１回戦準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 11時40分 少年女子１回戦集合（１１：４０） ・スコアカード 以上で、少年男子１回戦の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 11時42分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 11時44分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ ・準決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備

勝利したチームは、１３時５５分から準決勝開始予定となります。
なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

シュートオフが 少男１回戦を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　的前に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 勝利したチームは、１３時５５分から準決勝開始予定となります。
なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

的紙交換 11時45分 結果発表後、大至急で 少年女子１回戦 このあと、１１時５５分より少年女子１回戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
的紙交換 スコア、補助員確認 成年男子準々決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

少年女子１回戦入場（１１：４５） 繰り返します。このあと、１１時５５分より少年女子１回戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 成年男子準々決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

対戦ﾁｰﾑ紹介 11時51分 少年女子１回戦に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８ﾁｰﾑ） 会場の皆様、少年女子１回戦に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準決勝進出のチームは、おめでとうございます。

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準決勝をかけて対戦いたします。

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準決勝をかけて対戦いたします。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
競技開始１分前 11時54分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
少年女子１回
戦 11時55分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、少年女子１回戦の競技を開始いたします。

１回目矢取り 11時57分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 少年女子１回戦の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 的紙交換などの射場補助員および記録補助員は、千葉県内の高校アーチェリー部の生徒達が行っています。
②的前で看的補助 交換 ①スコアとＰＤＡ端末を選手に渡す・的の剥がれ 各チームの各回ごとの得点は、前方の得点板に表示されます。

２回目矢取り 12時03分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 少年女子１回戦の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 12時09分 　 　審判員､射場係へ ③ 少年女子１回戦の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

成年男子準々決勝準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 12時15分 成年男子準々決勝集合（１２：１５） ・スコアカード 以上で、少年女子１回戦の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 12時17分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 12時19分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に 結果発表後、大至急で ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ 的紙交換 ・準決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備

勝利したチームは、１４時３０分から準決勝開始予定となります。
なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

シュートオフが 少女１回戦を担当した審判 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの 結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 ※点数確認後、結果を無線で報告的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準決勝への進出を決めました。

　　的前に整列指示 勝利したチームは、１４時３０分から準決勝開始予定となります。
　　放送後、拳手 なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

的紙交換 12時20分 結果発表後、大至急で 成年男子準々決勝戦 このあと、１２時３０分より成年男子準々決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
的紙交換 スコアカード、補助員確認 成年女子準々決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

成年男子準々決勝入場（１２：２０） 繰り返します。このあと、１２時３０分より成年男子準々決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
　選手確認 表示板に県名セット 成年女子準々決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

状況見て、的紙交換 成年男子準々決勝戦に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
対戦ﾁｰﾑ紹介 12時26分 会場の皆様、なる年男子準々決勝戦に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。
（県名８チーム）

競技開始１分前 12時29分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成男準々決勝
競技開始 12時30分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年男子準々決勝戦の競技を開始いたします。

１回目矢取り 12時32分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 成年男子準々決勝戦の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 矢が当たっている的は、５色に分かれ、中心より１０点から１点の丸い得点の帯になっています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ ちなみに、真ん中の黄色１０点の部分は、直径が１２．２センチです。

２回目矢取り 12時38分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年男子準々決勝戦の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 12時44分 　 　審判員､射場係へ ③ 成年男子準々決勝戦の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

成年女子準々決勝準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 12時50分 成年女子準々決勝集合（１２：５０） ・スコアカード 以上で、成年男子準々決勝戦の対戦が終了しました。

・トランシーバー ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・審判員グッズ確認 ・補助員担当的確認

終了案内 12時52分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 12時54分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ ・準々決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備

勝利したチームは、１５時０５分から準々決勝開始予定となります。
なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準決勝進出のチームは、おめでとうございます。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準決勝進出のチームは、おめでとうございます。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準決勝をかけて対戦いたします。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
シュートオフが 成年男子準々決勝を担当した審判　 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱｶｰﾄﾞ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの 結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱｶｰﾄﾞの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 ※点数確認後、結果を無線で報告的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　的前に整列指示 勝利したチームは、１５時０５分から準々決勝開始予定となります。
　　放送後、拳手 なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

的紙交換 12時55分 結果発表後、大至急で 成年女子準々決勝戦準備確認 少・男エージェント招集 このあと、１３時０５分より成年女子準々決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
的紙交換 スコアカード、補助員確認 少年男子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

成年女子準々決勝入場（１２：５５） 少年男子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
　選手確認 表示板に県名セット 繰り返します。このあと、１３時０５分より成年女子準々決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。

少年男子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
少年男子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

対戦ﾁｰﾑ紹介 13時01分 成年女子準々決勝戦に出場する監督選手の皆さんは得点表示板後方に整列してください。
（県名８ﾁｰﾑ） 会場の皆様、成年女子準々決勝戦に出場します。各県チームを紹介します。的の向いまして左側１的から紹介します。

競技開始１分前 13時04分 競技開始１分前です。監督、選手はご準備ください。
成女準々決勝
競技開始 13時05分 安全確認（的側の手をあげる） ただいまから、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド、成年女子準々決勝戦の競技を開始いたします。

１回目矢取り 13時07分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 矢取り･採点に立ち会う ①矢取りごと、放送 成年女子準々決勝戦の１回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。
①横並びで一斉に移動 ポイント抜けは、畳ごと 選手相互看的 ・安全確認 的紙交換などの射場補助員および記録補助員は、千葉県内高校のアーチェリー部の生徒達が行っています。
②的前で看的補助 交換 ①ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を選手に渡・的の剥がれ 各チームの各回ごとの得点は、前方の得点板に表示されます。

２回目矢取り 13時13分 ③安全確認（手をあげる） ・脚の確認など ② 成年女子準々決勝戦の２回目が終わりました。
　※以後、繰り返し 　　以後繰り返し ただいま、対戦する両チームによりまして得点の確認・採点が行われています。

※ﾄﾗﾌﾞﾙ時、速やかに
３回目矢取り 13時19分 　審判員､射場係へ ③ 成年女子準々決勝戦の３回目が終わりました。矢取り、採点を行っています。

少年男子準決担当準備確認 次の回で、準々決勝に進出する４チームが決定します。
４回目矢取り 13時25分 少男準決勝担当集合（１３：４０） ・スコアカード 以上で、成年女子準々決勝戦の対戦が終了しました。

・トランシーバー、グッズ確認 ・ボード、筆記具 ④ 会場のみなさま、各県チームの選手に大きな拍手をお送りください。
・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ・補助員担当的確認

終了案内 13時27分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 スコアカードの記入確認 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の 　的交換中止 ①各項目の記入確認 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） ②PDAの合計と確認 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の準決勝に進出となります。
審判・DOS・競技の長 ※ﾄﾗﾌﾞﾙ時､審判･選手へ もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 13時29分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に 結果発表後、大至急で ※対戦結果の確認
　あわせ、ラインジャッジ 的紙交換 ・準決勝進出チーム
　が手をあげる 　の確認
選手挨拶後→退場指示 ・スコアカードの準備

勝利したチームは、１３時４０分から準決勝開始予定となります。
なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

シュートオフが 成女準々決勝担当した審判 　 該当的の補助員確認 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 ｼｭｰﾄｵﾌ用のｽｺｱ用意 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） PDAの準備 （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①横並びで一斉に移動 （同点の場合）
②的前で看的補助 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で ｼｭｰﾄｵﾌのｽｺｱの提出 シュートオフの結果が出たようです。的前にご注目ください。それでは判定をどうぞ。（的前で、審判が勝利チームへ手をあげる）
結果発表 　　的前に整列指示 的紙交換 進出チームの確認 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

勝利したチームは、１３時４０分から準決勝開始予定となります。
　　放送後、拳手 なお、準決勝進出のチームの代表者はエージェントの届出用紙を競技本部まで提出をお願いします。

的紙交換 13時30分 結果発表後、大至急で 少年男子準決勝 少・女エージェント招集 このあと、１３時５５分より少年男子準決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
的紙交換 スコアカード、補助員確認 少年女子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 少年女子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
・ターゲットジャッジ ※レイアウト変更作業 開始２０分前(13:35)までに 繰り返します。このあと、１３時５５分より少年男子準決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ ・的移動、ﾊﾞﾘｱの設置 スコアカードとＰＤＡ端末を持って 少年女子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
・補助審判員の各４名 ﾗﾝﾅｰ全8名準備 審判控室へ行き、 少年女子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） （確認後、審判室前へ） ターゲットジャッジにスコアカードを
→バリアへ移動（１３：４５） 審判員の指示に従う 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 副審判長　→　DOSへ
少年男子準決勝入場（１３：４５） →バリアへ移動
　選手確認 表示板に県名セット

選手、審判紹介 13時51分 放送により、選手整列 会場のみなさま、少年男子準決勝戦に出場する、監督、選手と審判員を紹介します。
（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム ２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

※紹介が済み次第、 続いて、もう一つの対戦を紹介します
　　試合の準備（配置） ３的　　　　　　　県チーム ４的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１的　　　　　点　　対します　　２的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
３的　　　　　点　　対します　　４的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
５的　　　　　点　　対します　　６的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。
７的　　　　　点　　対します　　８的　　　　　点で　　　　　　県チームの勝利です。　準決勝進出のチームは、おめでとうございます。

５的　　　　　　県チーム　　対します　　６的　　　　　　県チーム

７的　　　　　　県チーム　　対します　　８的　　　　　　県チーム　　　　　　　　以上８チームが、準決勝をかけて対戦いたします。

１的　　　　　　県チーム　　対します　　２的　　　　　　県チーム

３的　　　　　　県チーム　　対します　　４的　　　　　　県チーム



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
準決勝１分前 13時54分 少年男子準決勝戦、開始１分前です。ご準備ください。
少年男子
準決勝戦開始 13時55分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド　少年男子準決勝を開始します。

１回目矢取り 13時57分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 少年女子準決担当準備確認 ただいま、採点をおこなっています。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード この準決勝戦以降、選手は的前には行きません。
②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 採点は、バリア内にいる審判員とエージェント、補助員によって行われます。

２回目矢取り 14時03分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 少年男子の準決勝は、２回目が終了しました。
　※以後、繰り返し

３回目矢取り 14時09分 開始２０分前(14:10)までに 少年男子の準決勝は、３回目が終了し、採点を行っています。
スコアカードとＰＤＡ端末を持って

４回目矢取り 14時15分 少年女子準決勝集合（１４：１５） ※シュートオフの場合 審判控室へ行き、 少年男子、準決勝戦が終了しました。各県ﾁｰﾑの選手達へ、大きな拍手をお送りください。
・ＰＤＡ、スコアカード受取る 　的交換中止 ターゲットジャッジにスコアカードを

対戦終了 14時17分 ※結果の確認 （ｓ.ｏ後、的交換行う） 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） 発表中、作業中止 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の優勝決定戦に進出となります。
審判・DOS・競技の長 結果発表後、大至急で 前の対戦の もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 14時19分 表示板後方に整列 的紙交換 スコアカードとＰＤＡ端末を受け取る 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に １的　　　　　　点　対します ２的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　あわせ、ラインジャッジ ３的　　　　　　点　対します ４的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　が手をあげる 惜しくも敗れました　○○県と□□県は、明日９時からの３位決定戦に臨むことになります。
選手挨拶後→退場指示 勝利した、　△△県と▽▽県は、明日１１時２０分予定の優勝決定戦に臨みます。各県ﾁｰﾑのみなさん、明日も頑張って下さい。

シュートオフが 少男準決を担当した審判 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）
②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。それでは判定をどうぞ。
結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 以上のようになりました。３位決定戦は、明日の９時より、優勝決定戦は明日１１時２０分からとなります。
的紙の交換 14時20分 結果発表後、大至急で 成・男エージェント招集 このあと、１４時３０分より少年女子の準決勝戦が始まります。対戦のチームは、準備をお願いします。

的紙交換 成年男子準決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。
※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 成年男子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
・ターゲットジャッジ 繰り返します。このあと、１３時５５分より少年女子準決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ 成年男子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
・補助審判員の各４名 成年男子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと）
→バリアへ移動（１４：２０） 副審判長　→　DOSへ
少年女子準決勝入場（１４：２０） 表示板に県名セット
　選手確認

選手、審判紹介 14時26分 放送により、選手整列 会場のみなさま、少年女子準決勝戦に出場する、監督、選手と審判員を紹介します。
（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム ２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

※紹介が済み次第、 続いて、もう一つの対戦を紹介します
　　試合の準備（配置） ３的　　　　　　　県チーム ４的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

準決勝１分前 14時29分 少年女子準決勝戦、開始１分前です。ご準備ください。
少年女子
準決勝戦開始 14時30分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド　少年女子準決勝を開始します。

１回目矢取り 14時32分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成年男子準決担当準備確認 ただいま、採点をおこなっています。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード この準決勝戦以降、選手は的前には行きません。
②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 採点は、バリア内にいる審判員とエージェント、補助員によって行われます。

２回目矢取り 14時38分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 少年女子の準決勝は、２回目が終了しました。
　※以後、繰り返し

３回目矢取り 14時44分 開始２０分前(14:45)までに 少年女子の準決勝は、３回目が終了し、採点を行っています。
スコアカードとＰＤＡ端末を持って

４回目矢取り 14時50分 成年男子準決勝集合（１４：５０） ※シュートオフの場合 審判控室へ行き、 少年女子、準決勝戦が終了しました。各県ﾁｰﾑの選手達へ、大きな拍手をお送りください。
・ＰＤＡ、スコア受取る 　的交換中止 ターゲットジャッジにスコアを

対戦終了 14時52分 ※結果の確認 （ｓ.ｏ後、的交換行う） 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） 発表中、作業中止 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の優勝決定戦に進出となります。
審判・DOS・競技の長 結果発表後、大至急で 前の対戦の もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 14時54分 表示板後方に整列 的紙交換 ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に １的　　　　　　点　対します ２的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　あわせ、ラインジャッジ ３的　　　　　　点　対します ４的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　が手をあげる 惜しくも敗れました　○○県と□□県は、明日９時３５分からの３位決定戦に臨むことになります。
選手挨拶後→退場指示 勝利した、　△△県と▽▽県は、明日１１時５５分予定の優勝決定戦に臨みます。各県ﾁｰﾑのみなさん、明日も頑張って下さい。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
シュートオフが 少女準決を担当した審判 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）
②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。それでは判定をどうぞ。
結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 以上のようになりました。３位決定戦は、明日の９時３５分時より、優勝決定戦は明日１１時５５分からとなります。
的紙の交換 14時55分 結果発表後、大至急で 成女エージェント招集 このあと、１５時０５分より成年男子の準決勝戦が始まります。対戦のチームは、準備をお願いします。

的紙交換 成年女子準決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。
※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認 成年女子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
・ターゲットジャッジ 繰り返します。このあと、１5時05分より成年男子準決勝戦の対戦が始まります。対戦に参加の選手は準備をお願いします。
・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ 成年女子準決勝戦に出場のチームは、「次回対戦チーム優先レーン」ご入場ください。
・補助審判員の各４名 成年女子準決勝戦に出場のチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。
（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと）
→バリアへ移動（１４：５５） 副審判長　→　DOSへ
成年男子準決勝入場（１４：５５） 表示板に県名セット
　選手確認

選手、審判紹介 15時01分 放送により、選手整列 会場のみなさま、成年男子準決勝戦に出場する、監督、選手と審判員を紹介します。
（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム ２的　　　　　　　県チーム

監督兼選手○○さん、選手□□さん、△△さん、 監督兼選手○○さん、選手□□さん、△△さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

※紹介が済み次第、 続いて、もう一つの対戦を紹介します
　　試合の準備（配置） ３的　　　　　　　県チーム ４的　　　　　　　県チーム

監督兼選手○○さん、選手□□さん、△△さん、 監督兼選手○○さん、選手□□さん、△△さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

準決勝１分前 15時04分 成年男子準決勝戦、開始１分前です。ご準備ください。
成年男子
準決勝戦開始 15時05分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド　成年男子準決勝を開始します。

１回目矢取り 15時07分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成年女子準決担当準備確認 ただいま、採点をおこなっています。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード この準決勝戦以降、選手は的前には行きません。
②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 採点は、バリア内にいる審判員とエージェント、補助員によって行われます。

２回目矢取り 15時13分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 成年男子の準決勝は、２回目が終了しました。
　※以後、繰り返し

３回目矢取り 15時19分 開始２０分前(15:20)までに 成年男子の準決勝は、３回目が終了し、採点を行っています。
スコアカードとＰＤＡ端末を持って

４回目矢取り 15時25分 成年女子準決勝集合（１５：２５） ※シュートオフの場合 審判控室へ行き、 成年男子、準決勝戦が終了しました。各県ﾁｰﾑの選手達へ、大きな拍手をお送りください。
・ＰＤＡ、スコア受取る 　的交換中止 ターゲットジャッジにスコアを

対戦終了 15時27分 ※結果の確認 （ｓ.ｏ後、的交換行う） 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。
速やかに点数と結果の このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。
報告↓(特にS．O） 発表中、作業中止 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の優勝決定戦に進出となります。
審判・DOS・競技の長 結果発表後、大至急で 前の対戦の もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 15時29分 表示板後方に整列 的紙交換 スコアカードとＰＤＡ端末を受け取る 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）
※放送の「どうぞ」に １的　　　　　　点　対します ２的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　あわせ、ラインジャッジ ３的　　　　　　点　対します ４的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。
　が手をあげる 惜しくも敗れました　○○県と□□県は、明日１０時１０分からの３位決定戦に臨むことになります。
選手挨拶後→退場指示 勝利した、　△△県と▽▽県は、明日１２時３０分予定の優勝決定戦に臨みます。各県ﾁｰﾑのみなさん、明日も頑張って下さい。

シュートオフが 成男準決を担当した審判 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。
　発生した場合 員が残り、すぐに実施 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）
放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。
①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）
②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。
③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）
　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）
シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。それでは判定をどうぞ。
結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 以上のようになりました。３位決定戦は、明日の１０時１０分より、優勝決定戦は明日１２時３０分からとなります。
的紙の交換 15時30分 結果発表後、大至急で このあと、１５時４０分より成年女子の準決勝戦が始まります。対戦のチームは、準備をお願いします。

的紙交換 繰り返します。
※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） このあと、１５時４０分より成年女子の準決勝戦が始まります。対戦のチームは、準備をお願いします。
・ターゲットジャッジ
・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ
・補助審判員の各４名
（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと）
→バリアへ移動 副審判長　→　DOSへ
成年女子準決勝入場（１５：３０） 表示板に県名セット
　選手確認

選手、審判紹介 15時36分 放送により、選手整列 会場のみなさま、成年女子準決勝戦に出場する、監督、選手と審判員を紹介します。
（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム ２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

※紹介が済み次第、 続いて、もう一つの対戦を紹介します
　　試合の準備（配置） ３的　　　　　　　県チーム ４的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん
担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第2日目（決勝ラウンド　1回戦～準決勝） 平成22年10月3日（日）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
準決勝１分前 15時39分 成年女子準決勝戦、開始１分前です。ご準備ください。
成年女子
準決勝戦開始 15時40分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」決勝ラウンド　成年女子準決勝を開始します。

１回目矢取り 15時42分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 ただいま、採点をおこなっています。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと この準決勝戦以降、選手は的前には行きません。

②ＴＪは的前で看的 交換 採点は、バリア内にいる審判員とエージェント、補助員によって行われます。

２回目矢取り 15時48分 ③安全確認（手をあげる） 成年女子の準決勝は、２回目が終了しました。

　※以後、繰り返し

３回目矢取り 15時54分 成年女子の準決勝は、３回目が終了し、採点を行っています。

４回目矢取り 16時00分 ※シュートオフの場合 練習会場の閉鎖 成年女子、準決勝戦が終了しました。各県ﾁｰﾑの選手達へ、大きな拍手をお送りください。

　的紙外し中止 ・片付け

対戦終了 16時02分 ※結果の確認 （ｓ.ｏ後、的紙外す） スコアカードとＰＤＡ端末を 会場のみなさま、ただいま最終成績を集計しております。得点が確認され、代表者がサインし、成績が確定します。

速やかに点数と結果の 受け取りに審判控室へ行く このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） 発表中、作業中止 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利、次の優勝決定戦に進出となります。

審判・DOS・競技の長 結果発表後、的紙外し もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 16時04分 表示板後方に整列 対戦結果を発表します。それでは、得点をどうぞ。（「どうぞ！」で、表示板が入り、審判員が手をあげる）

※放送の「どうぞ」に １的　　　　　　点　対します ２的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。

　あわせ、ラインジャッジ ３的　　　　　　点　対します ４的　　　　　　点で 　　　　　　　県チームの勝利です。

　が手をあげる 惜しくも敗れました　○○県と□□県は、明日１０時４５分からの３位決定戦に臨むことになります。

選手挨拶後→退場指示 勝利した、　△△県と▽▽県は、明日１３時０５分予定の優勝決定戦に臨みます。各県ﾁｰﾑのみなさん、明日も頑張って下さい。

シュートオフが 成男準決を担当した審判 結果発表後すぐ放送 ○的と△的は同点となりました。シュートオフの準備をしてください。

　発生した場合 員が残り、すぐに実施 シュートオフは、６０秒以内の間に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝者が決まります。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告結果発表後、的紙外し シュートオフの結果が出たようです。それでは判定をどうぞ。

結果発表 　　表示板後方に整列指示 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　県チームが準々決勝への進出を決めました。

　　放送後、拳手 以上のようになりました。３位決定戦は、明日の１０時４５分より、優勝決定戦は明日１３時０５分からとなります。

弁当の申し込み 明日の弁当の申し込み案内放送 選手・監督にお知らせいたします。

案内 ただいまから30分間、明日の弁当申し込みを弁当引換所にて行います。

ﾚｲｱｳﾄ変更開始 16時10分 ﾚｲｱｳﾄ変更業務 ﾚｲｱｳﾄ変更業務 ３決・決勝ｽｺｱの準備 ３決・決勝の放送準備 以上で本日の日程が全て終了しました。第６５回国民体育大会アーチェリー競技（ゆめ半島千葉国体）も

・標的の移動 進出ﾁｰﾑの確認整理 明日を残すのみとなりました。

・射場係と連絡 ・的番の設置 ＰＤＡのﾃｽﾄ、充電 明日も大きな声援をお願いいたします。

・ﾊﾞﾘｱの設置確認 役員、補助員のみなさまにお知らせします。ただいまより、明日の準備をおこなって下さい。

１７時になりましたら、本部室手前に御集合ください。

17時00分
各部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後､解散 各部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後､解散 各部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後､解散 各部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後､解散 各部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後､解散

全体集合 17時30分 競技役員代表者ミーティングを行います、本部前に集合ください。

主任以上のミーティング 主任以上のミーティング 主任以上のミーティング 主任以上のミーティング 主任以上のミーティング



　　

練習ゾーン開設 8時30分 ～ 12時55分

少年男子 3位決定戦 9時00分 ～ 9時25分
少年女子 3位決定戦 9時35分 ～ 10時00分
成年男子 3位決定戦 10時10分 ～ 10時35分
成年女子 3位決定戦 10時45分 ～ 11時10分
少年男子 決勝戦 11時20分 ～ 11時45分
少年女子 決勝戦 11時55分 ～ 12時20分
成年男子 決勝戦 12時30分 ～ 12時55分
成年女子 決勝戦 13時05分 ～ 13時30分

表彰式 14時45分 ～

第６５回国民体育大会アーチェリー競技

第３日目(１０月４日(月))競技進行表



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容
集合 7時30分 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付 担当部署にて受付

集合案内 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 出欠確認（班長） 役員のみなさん、おはようございます。本日は、決勝ラウンドの３位決定戦、決勝戦が行われる最終日です。

↓ 頑張りましょう。各部署の責任者は、点呼を行い、集まり次第打ち合わせをして下さい。

放送準備 補助員の皆さんに連絡します。各部署の指示してある場所に御集合ください。

点呼・打合せ 7時35分 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ 点呼・打ち合わせ 放送

１日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認 １日の業務段取り確認

会場準備開始 7時45分 練習ｿﾞｰﾝ、少年男子 練習ゾーン準備 ３決ｽｺｱｶｰﾄﾞの準備 練習会場用具の確認 業務連絡します。少年男子３位決定戦に出場のﾁｰﾑは、８時２０分に練習ゾーンに入場開始となります。

3位決定戦準備（主任） ・畳設置､的張り､畳留め ＰＤＡ、ﾎﾞｰﾄﾞ、筆記具 ８時までにはすべての業務を終了させて下さい。

　・担当審判員確認 ・ﾍﾟﾝﾁ､ﾊﾝﾏｰなど準備

決勝ﾗｳﾝﾄﾞ案内 7時50分 　・トランシーバー

8時00分 　・審判員グッズ 補助員点呼、準備 補助員点呼、準備 補助員点呼、準備 練習ゾーン 会場のみなさま、おはようございます。

・担当的の確認 ・担当的の確認 業務内容の確認 ３位決定戦の放送 本日は、大会３日目、３位決定戦そして決勝戦が行われます。

決勝ｴﾘｱ準備 団体戦決勝ラウンドの第２日目です。

練習ゾーン担当者集合（８：１５） ・畳設置､的張り､畳留め ・ｽｺｱｶｰﾄﾞ､ＰＤＡなど確認 ９時からの少年男子の３位決定戦から始まり、成年女子決勝戦まで各チームが一丸となり、熱い戦いを繰りひろげます。

　・トランシーバー ・ﾍﾟﾝﾁ､ﾊﾝﾏｰなど準備 最終日、是非みなさんの熱い声援で、この大会を盛り上げてください。

　・審判員グッズ ※ｹﾞｰｼﾞによる的張り なお、少年男子３位決定戦に出場する監督、選手のみなさまの競技場への入場は８時２０分となります。

もうしばらくお待ちください。

少男入場開始 8時20分 練習会場の設営 監督、選手のみなさんにお知らせいたします。練習ｿﾞｰﾝへの入場を許可いたします。お入りください。

開始２０分前(8:40)までに 　※的紙は、前日試合 少年男子３位決定戦の対戦に出場チームは、「次回対戦チーム優先レーン」にお入りください。
練習ｿﾞｰﾝ担当者入場（８：２５） スコアカードとＰＤＡ端末を持って 　で使用したもの その他のチームは、「優先レーン」以外の練習ゾーンをお使いください。

審判控室へ行き、 練習は、８時３０分から開始します。

練習ｿﾞｰﾝ 8時30分 ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを ただいまから、練習ゾーンでの練習を開始します。どうぞご利用ください。

　　　使用開始 少年男子３位決定戦 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 尚、練習ゾーンにおける行射は、２分を１回で矢取りとし、進行は信号機によって行います。

　担当審判員集合（８：４５） 矢取りの間に実施 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

本日の団体戦決勝ラウンドは、７０ｍの距離で実施されます。

　・審判員グッズ １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る また、各対戦の得点経過がその場で得点表示板に表示されますので、観客の皆様も、スリリングな展開と

エキサイトした競技をお楽しみ頂けると思います。出場される各チームへの大きな声援で競技を盛り上げて下さい。

競技開始予告 8時50分 少年男子３位決定戦 ﾗﾝﾅｰ全４名準備 小・男エージェント招集放送 監督、選手の皆様にお知らせします。

　担当審判員入場（８：５０） （確認後、審判室前へ） （審判員室前に集合） 少年男子３位決定戦の開始１０分前です。対戦ﾁｰﾑは、ご準備をお願いします。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 審判員の指示に従う また、少年男子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

・ターゲットジャッジ →バリアへ移動 　繰り返します

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ 表示板に県名セット 少年男子３位決定戦の開始１０分前です。対戦ﾁｰﾑは、ご準備をお願いします。

・補助審判員の各４名 また、少年男子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

５分前予告 8時55分 （ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） 練習会場開設 少年男子３位決定戦、開始５分前です。

→バリアへ移動（８：５０） 対戦に先立ちまして、出場チームの監督、選手ならびに担当審判を紹介します。

　選手確認後、整列 各チームの監督、選手は審判団の両側にご整列ください。

審判、選手整列 8時56分 放送に合わせ、紹介 会場のみなさま、少年男子３位決定戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 8時59分 競技開始１分前です。準備して下さい。

少年男子３決 9時00分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年男子３位決定戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 9時02分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 少女３決担当準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 9時08分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 9時14分 開始２０分前(9:15)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 9時20分 少年女子３決担当集合（９：２０） 審判控室へ行き、 以上により、少年男子３位決定戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 9時22分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、３位・４位が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 9時24分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。少年男子３位決定戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、少年女子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 少年男子３決審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　少年男子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

放　　送　　内　　容



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
的紙交換 9時25分 ※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 結果発表後、大至急で 少・女エージェント招集 このあと、９時３５分より少年女子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・ターゲットジャッジ 的紙交換 （審判員室前に集合） また、少年女子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ 成年男子３位決定戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・補助審判員の各４名 繰り返します。

（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） ﾗﾝﾅｰ全４名準備 このあと、９時３５分より少年女子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

→バリアへ移動（９：２５） （確認後、審判室前へ） また、少年女子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

少年女子３決審判員入場（９：２５） 審判員の指示に従う 成年男子３位決定戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

　選手確認 →バリアへ移動 副審判長　→　DOSへ

表示板に県名セット

選手、審判紹介 9時31分 放送により、選手整列 会場のみなさま、少年男子３位決定戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 9時34分 競技開始１分前です。準備して下さい。

少年女子３決 9時35分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年女子３位決定戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 9時37分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成年男子３決担当準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 9時43分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 9時49分 開始２０分前(9:50)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 9時55分 成年男子３決集合（９：５５） 審判控室へ行き、 以上により、少年女子３位決定戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 9時57分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、３位・４位が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 9時59分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で スコアカードとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。少年女子３位決定戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、少年女子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 少年女子３決の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　少年女子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 10時00分 結果発表後、大至急で 成・男エージェント招集 このあと、１０時１０分より成年男子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、成年男子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 成年女子３位決定戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・ターゲットジャッジ 　繰り返します

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ ﾗﾝﾅｰ全４名準備 このあと、１０時１０分より成年男子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・補助審判員の各４名 （確認後、審判室前へ） また、成年男子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） 審判員の指示に従う 成年女子３位決定戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

→バリアへ移動（１０：００） →バリアへ移動

成年男子３決入場（１０：００） 表示板に県名セット

　選手確認

審判、選手整列 10時06分 放送に合わせ、紹介 会場のみなさま、成年男子３位決定戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
１分前予告 10時09分 競技開始１分前です。準備して下さい。

成年男子３決 10時10分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年男子３位決定戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 10時12分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成女３決担当準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 10時18分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 10時24分 開始２０分前(10:25)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 10時30分 成年女子３決集合（１０：３０） 審判控室へ行き、 以上により、成年男子３位決定戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 10時32分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、３位・４位が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 10時34分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で スコアカードとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。成年男子３位決定戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、成年男子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 成年男子３決の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　成年男子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 10時35分 結果発表後、大至急で 成・女エージェント招集 このあと、１０時４５分より成年女子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、成年女子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 少年男子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・ﾀｰｹﾞｯﾄｼﾞｬｯｼﾞ、ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ 　繰り返します

補助審判員の各４名(ﾗﾝﾅｰは２名） ﾗﾝﾅｰ全４名準備 このあと、１０時４５分より成年女子３位決定戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

→バリアへ移動（１０：３５） （確認後、審判室前へ） また、成年女子３位決定戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

成年女子３決入場（１０：３５） 審判員の指示に従う 少年男子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

弁当案内 10時38分 　選手確認 →バリアへ移動 副審判長　→　DOSへ お知らせします。１１時００分より１３時３０分まで、昼食の弁当を配布いたします。各チームの代表の方は、引換券ご持参のうえ、

表示板に県名セット （集合の確認から移動完了まで） 引換所までお越しください。繰り返します。

１１時００分より１３時３０分まで、昼食の弁当を配布いたします。各チームの代表の方は、引換券ご持参のうえ、引換所までお越しください。

選手、審判紹介 10時41分 放送により、選手整列 会場のみなさま、成年女子３位決定戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 10時44分 競技開始１分前です。準備して下さい。

成年女子３決 10時45分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年女子３位決定戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 10時47分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 少年男子決勝担当準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 10時53分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 10時59分 開始２０分前(11:00)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 11時05分 少年女子決勝集合（１１：０５） 審判控室へ行き、 以上により、成年女子３位決定戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 11時07分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、３位・４位が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 11時09分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。成年女子３位決定戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、成年女子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 両チームに大きな拍手をお送りください。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
シュートオフが 成年女子３決の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　成年女子第３位は　　　　　　県、第４位は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 11時10分 結果発表後、大至急で 少・男エージェント招集 このあと、１１時２０分より少年男子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、少年男子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 少年女子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・ターゲットジャッジ 表示板に県名セット 　繰り返します

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ このあと、１１時２０分より少年男子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・補助審判員の各４名（ﾗﾝﾅｰ２名） また、少年男子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

→バリアへ移動（１１：１０） 少年女子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

少年男子決勝入場（１１：１０）
　選手確認後、整列

審判、選手整列 11時16分 放送に合わせ、紹介 会場のみなさま、少年男子決勝戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 11時19分 競技開始１分前です。準備して下さい。

少年男子決勝 11時20分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年男子決勝戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 11時22分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 少年女子決勝担当-準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 11時28分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 11時34分 開始２０分前(11:00)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 11時40分 少年女子決勝集合（１１：４０） 審判控室へ行き、 以上により、少年男子決勝戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 11時42分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、優勝・準優勝が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 11時44分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。少年男子決勝戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年男子の優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 おめでとうございます。両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 少年男子決勝の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　少年男子優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 11時45分 結果発表後、大至急で 練習会場閉鎖案内 少・女エージェント招集 このあと、１１時５５分より少年女子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、少年女子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 成年男子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・ターゲットジャッジ 　繰り返します

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ ﾗﾝﾅｰ全４名準備 このあと、１１時５５分より少年女子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・補助審判員の各４名 （確認後、審判室前へ） また、少年女子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） 審判員の指示に従う 成年男子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

→バリアへ移動（１１：４５） →バリアへ移動 副審判長　→　DOSへ

少年女子決勝入場（１１：４５） 表示板に県名セット

　選手確認

選手、審判紹介 11時51分 放送により、選手整列 会場のみなさま、少年女子決勝戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
１分前予告 11時54分 競技開始１分前です。準備して下さい。

少年女子決勝 11時55分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年女子決勝戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 11時57分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成年男子決勝担当-準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 ※練習会場閉鎖 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 12時03分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 撤収作業の開始 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 12時09分 開始２０分前(11:00)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 12時15分 成年男子決勝集合（１２：１５） 審判控室へ行き、 以上により、少年女子決勝戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 12時17分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、優勝・準優勝が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 12時19分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。少年女子決勝戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」少年女子の優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 おめでとうございます。両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 少年女子決勝の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　少年女子、優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 12時20分 結果発表後、大至急で 成男エージェント招集 このあと、１２時３０分より成年男子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、成年男子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 成年女子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

・ターゲットジャッジ 　繰り返します

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ ﾗﾝﾅｰ全４名準備 このあと、１２時３０分より成年男子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・補助審判員の各４名 （確認後、審判室前へ） また、成年男子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） 審判員の指示に従う 成年女子決勝戦に出場のチームは「次回対戦チーム優先レーン」にご入場ください。

→バリアへ移動（１２：２０） →バリアへ移動

成年男子決勝入場（１２：２０） 表示板に県名セット

　選手確認

審判、選手整列 12時26分 放送に合わせ、紹介 会場のみなさま、成年男子決勝戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 12時29分 競技開始１分前です。準備して下さい。

成年男子決勝 12時30分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年男子決勝戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 12時32分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 成年女子決勝担当-準備確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと ・スコアカード １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 ・ボード、筆記具 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 12時38分 ③安全確認（手をあげる） ・補助員担当的確認 ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 12時44分 開始２０分前(12:45)までに ３回目が終了しました。

スコアカードとＰＤＡ端末を持って これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 12時50分 成年女子決勝集合（１２：５０） 審判控室へ行き、 以上により、成年男子決勝戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

　・ＰＤＡ、ｽｺｱｶｰﾄﾞ受取る ターゲットジャッジにｽｺｱｶｰﾄﾞを

対戦終了 12時52分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 補助審判員にＰＤＡ端末を渡す。 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的交換中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的交換行う） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、優勝・準優勝が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 12時54分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 前の対戦の 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 両チームにご注目ください。成年男子決勝戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙交換 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年男子の優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 おめでとうございます。両チームに大きな拍手をお送りください。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
シュートオフが 成年男子決勝の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、大至急で シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 的紙交換 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　成年男子、優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

的紙交換 12時55分 結果発表後、大至急で 成女エージェント招集 このあと、１３時０５分より成年女子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

的紙交換 （審判員室前に集合） また、成年女子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ移動者確認（主任） 繰り返します。

・ターゲットジャッジ このあと、１３時０５分より成年女子決勝戦の対戦が始まります。対戦する両チームは、準備をお願いします。

・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ﾗﾝﾅｰ ﾗﾝﾅｰ全４名準備 また、成年女子決勝戦に出場するチームのエージェントの方は審判控室前に集合してください。

・補助審判員の各４名 （確認後、審判室前へ）

（ﾗﾝﾅｰ２名確認のこと） 審判員の指示に従う

→バリアへ移動（１２：５５） →バリアへ移動 副審判長　→　DOSへ

成年男子決勝入場（１２：５５） 表示板に県名セット

　選手確認

選手、審判紹介 13時01分 放送により、選手整列 会場のみなさま、成年女子決勝戦出場する、監督、選手と審判員を紹介します。

（表示板　後方） １的　　　　　　　県チーム

※紹介が済み次第、 ○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

　　試合の準備（配置） 対します

２的　　　　　　　県チーム

○○さん、□□さん、△△さん、監督××さん

担当審判員は、ラインジャッジ：●●さん、▲▲さん、ターゲットジャッジ：▼▼さん、××さんで進行します。

１分前予告 13時04分 競技開始１分前です。準備して下さい。

成年女子決勝 13時05分 安全確認（的側の手をあげる） お待たせしました。ただいまより「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年女子決勝戦を開始します。

競技開始

１回目矢取り 13時07分 放送終了後 的のずれ、剥がれ確認 ここで会場にお越しのみなさまに、本日の競技方法についてご案内いたします。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 ポイント抜けは、畳ごと １チーム３名の選手が２分以内に６本の矢をうちます。これを４回繰り返し、あわせて２４本の合計点により勝敗を競いあいます。

②ＴＪは的前で看的 交換 １回目１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。第２エンドの準備をして下さい。

２回目矢取り 13時13分 ③安全確認（手をあげる） ２回目の採点を行ってます。

　※以後、繰り返し 得点は、２的　　　　県　　　　　点、１的　　　　県　　　　　点となっています。第３エンドの準備をして下さい。

３回目矢取り 13時19分 ３回目が終了しました。

これまでの得点は、１的　　　　県　　　　　点、２的　　　　県　　　　　点です。次がこの対戦の最後のエンドとなります。準備をして下さい。

４回目矢取り 13時25分 以上により、成年女子決勝戦が終了しました。両チームに大きな拍手をお願いします。

対戦終了 13時27分 ※結果の確認 ※シュートオフの場合 ただいま、最終的な集計が行われています。集計が終わり、エージェントによる確認が済みますと成績が確定します。

速やかに点数と結果の 　的紙外し中止 このあと、対戦したチームは得点表示板後方に審判員をはさみ、両側に立ちます。

報告↓(特にS．O） （ｓ.ｏ後、的紙外し） 審判員の手があがり、しめした方のチームが勝利し、優勝・準優勝が決定いたします。

審判・DOS・競技の長 もし、双方の審判員の手があがった場合は、同点であるため、勝敗を決するシュートオフを行うことになります。

結果発表 13時29分 表示板後方に整列 発表中、作業中止 監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。

※放送の的別得点発表終了に 結果発表後、大至急で 両チームにご注目ください。成年女子決勝戦の結果を発表します。

　あわせ、ラインジャッジが 的紙外し 　　　　１的　　　　　　県　　　　　点、　２的　　　　　県　　　　　点

　が手をあげる したがいまして、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」成年女子の優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

選手挨拶後→退場指示 おめでとうございます。両チームに大きな拍手をお送りください。

シュートオフが 成年女子決勝の審判で実施 結果発表後すぐ放送 １的、２的ともに同点となりました。これによりシュートオフを行います。両チームは、準備をしてください。

　発生した場合 シュートオフは、６０秒以内に３名の選手が１本ずつ矢をうち、その３本の合計点により勝敗が決まります。シュートオフをおこないます。

安全確認（的側の手をあげる） （同点の場合）

放送終了後 ※S．Oの結果を確認 シュートオフの１回目は同点です。よって、２回目のシュートオフを行います。

①ＬＪはＷＷＬ後方にて待機 （同点の場合）

②ＴＪは的前で看的 ２回目も同点となりました。３回目のシュートオフを行います。

③安全確認（手をあげる） （うち終わった後）

　※以後、繰り返し ３回目が同点の場合、的の中心に最も近いところへうった選手のいるチームが、勝利となります。

（競技開始→終了後）

シュートオフの ※点数確認後、結果を無線で報告 結果発表後、的紙外し シュートオフの結果が出たようです。監督、選手は審判員をはさみ得点表示板の後にご整列ください。　結果をどうぞ

結果発表 　　表示板後方に整列指示 　　　　　　　県　　　　　点　対　　　　　　県　　　　　点で、　　　　　　　成年女子、優勝は　　　　　　県、準優勝は　　　　　県と決定しました。

　　放送後、拳手 両チームに大きな拍手をお送りください。

競技終了 13時30分 ｽｺｱｶｰﾄﾞとＰＤＡ端末を受け取る 以上により、「第６５回国民体育大会アーチェリー競技」の競技日程を全て終了しました。

確定記録案内 13時50分 確定記録は表彰式後に配布いたします。

～
表彰式案内 14時05分 このあと、１４時２５分より、表彰式を実施いたします。

表彰式に参加の各県チームは、ユニフォームまたは、各県指定の服装で参加をして下さい。

会場の観客のみなさまも、表彰式終了までご協力ください。式典開始まで、今しばらくお待ちください。

式典実施の関係役員、補助員のみなさまは、準備に取りかかってください。

14時20分 ※指示あり次第→整列 ※指示あり次第→整列 ※指示あり次第→整列 ※指示あり次第→整列 　放送→式典部へ移譲 競技役員、補助員のみなさまは、会場の撤去作業を始めてください。

表彰式案内 このあと、１４時２５分より表彰式を運動公園体育館にて実施いたします。

（荒天時） 表彰式参加の各県チームは、ユニフォームまたは各県指定の服装で参加、整列して下さい。移動をお願いします。

繰り返します。表彰式を運動公園体育館で行いますので、各県チームは移動をお願いします。



第６５回国民体育大会アーチェリー競技　第3日目（決勝ラウンド　3位決定戦・決勝戦） 平成22年10月04日（月）

行程 予定時刻 審判業務内容 射場業務内容 記録業務内容 練習会場業務内容 DOS(放送・計時)業務内容 放　　送　　内　　容
式典 14時25分 式典シナリオで「進行

式典終了 会場のみなさま、ご協力ありがとうございました。

（選手退場時） 15時08分 　式典部→放送へ移譲 各県チームの監督、選手のみなさま、ありがとうございました。

確定記録配布 確定記録を配布いたします。引換券をご用意の上、競技本部までお越しください。

各県チームの代表者の方は、引換券をご用意の上、競技本部までお越しください。

15時10分
撤去作業案内 一旦、審判室集合 一旦、射場テント集合 一旦、記録テント集合 一旦、射場テント集合 選手退場後、片付け 会場の役員、補助員のみなさまは、会場の撤去作業を始めてください。

打合せ後、撤去作業 打合せ後、撤去作業 打合せ後、撤去作業 打合せ後、撤去作業

全体集合 16時10分 全競技役員、各係りの補助員の皆様は、本部前に集合してください。

全体集合、ねぎらいの後解散。その後、競技役員代表者のミーティング。


