
SUMMER SHOOT‘22 

実 施 要 項 

 

１．はじめに  コロナ禍によって活動を制限されてしまったスポーツ業界、私たちアーチ

ェリー競技も同じでした。その中で開催された SUMMER SHOOT’ 20 は

大きな反響を生みました。そこで、今回私たちはアーチェリーの独自大会

の開催を通してアーチェリーの新しい一面と大きな可能性を選手に、そ

して世間に認知してもらうことができたと思います。しかしながらまだ

まだ小石の波紋程度。「止めるな」から「次のステージへ」。アーチェリー

の新しい価値を創造し、コロナ禍の逆境に負けず、ニッポンのスポーツを

元気に。私たちは共同体となり「次」を目指します。 

 

２．主  催  サマーシュート‘22 実行委員会 

３．共  催  JAS 

４．主  管  新潟県アーチェリー協会 

５．後  援  有限会社ウイン・ジャパン、株式会社頸城建工、株式会社レオ・プラン

  ニング、渋谷アーチェリー株式会社、株式会社チャフフレア、株式会社 

NIG、菊水酒造株式会社、大松運輸、ニュー・グリーンピア津南、イベン

トレジスト株式会社、Chocont、ラーメン次郎亀戸店、合同会社マカクテ

ック、株式会社レントシ―バー、K・M・Works/ケイエムワークス、KAC 

ARCHERY GROUP、株式会社コーラス、NPO 法人アシストアーチェリ

ー、株式会社 NoANoA、株式会社エリシオ、株式会社マイクロブラッド

サイエンス、株式会社シーキューブ、キャプテンスタッグ、Dynasty 

   

６．日  時  2022 年７月 23 日（土）～ 24 日（日） 

日  程 時  間 スケジュール 

７月 23 日（土） 

70/50/30 ラウンド 

ゴールドシュート 

８：００ 開場 

８：１０～9：0０ 選手受付 

9：１０～９：２０ 開会式・競技説明・諸注意 

９：３０～１０：１０ 練習（３回） 

１０：１５～１４：１０ 70/50/30 ラウンド（72 射 ２立） 

１５：００～１６：００ ゴールドシュート 

１９：００～２１：００ インドア SS ラウンド（体育館） 

７月 24 日（日） 

団体戦トーナメント 

最強王座決定戦 

８：３０ 開場 

９：００～９：３０ 練習（３回） 

９：３０～１２：３０ 団体戦トーナメント（午前の部） 

１２：３０～１２：５０ ランチトークセッション 



１３：３０～１４：３０ 団体戦トーナメント（午後の部） 

１４：３０～１５：３０ 最強王座決定戦 

１５：３０～１６：００ 閉会式・成績発表・表彰 

 

７．会  場  ニュー・グリーンピア津南（新潟県中魚沼郡津南町秋成 12300 番地） 

         上越新幹線 越後湯沢駅より送迎バス（無料） 

         関越自動車道 塩沢石内 IC より 

 

８．競技種目  RC 部門：70m ラウンド＋団体戦トーナメント 

        RC 部門：30ｍラウンド（非公認）30ｍ72 射+個人戦トーナメント 

        CP 部門：50ｍラウンド＋団体戦トーナメント  

 インドア SS ラウンド：本大会オリジナル的による 18m サドンデスゲー

ムです。参加者は招待選手＋RC（成年男女混合）、CP 各部門で最も高い

点数を記録した一般参加者各 1 名が参加となります。 

※スムーズな競技進行に尽力して参りますが、やむを得ずスケジュール

に遅れが発生した場合は、18 歳未満の方は 23 時以降の催しに参加できま

せん。 

９．競技規則  全日本アーチェリー連盟競技規則２０２２～２０２３年および本競技会

の運営規定による。 

10．競技方法  全部門・全種別共通 

        競技は AB・CD の２立制、行射時間は１射当たり 40 秒とする。 

        両日とも競技に先立ち練習を３回行う。 

11．記録集計  記録集計はマカクテック社の独自システムによるオンライン集計とする。 

        競技会当日に配布される URL より選手各自のスマートフォンにてアクセ

スし集計を行う。 

        ※本競技会の点数は選手自身により管理されるため、アーチェリー精神

に基づき正確な採点を行うこと。 

12．参加定員   

部 門 種 別 定 員 

RC 部門（70m） 

成年男子 
50 名 

成年女子 

少年男子 
50 名 

少年女子 

RC 部門（30m） 男女混合 20 名 

CP 部門 
男子 

30 名 
女子 

        成年は大学生以上、少年は高校生以下 

RC 部門（30ｍ）は年齢問わず男女混合 

        CP 部門は成年、少年の区分無し 



 ※申し込み状況により変更になる場合有り。 

13．表  彰   

部 門 種 別 表彰対象 

RC 部門（70m） 

成年男子 １位～３位 

成年女子 １位～３位 

少年男子 １位～３位 

少年女子 １位～３位 

RC 部門（30m） 男女混合 １位 

CP 部門 
男子 １位～3 位 

女子 １位～３位 

 参加人数により、変更となる場合有り。 

14．参加資格  グリーンバッジもしくは、アウトドアリカーブ（70ｍ）、アウトドアコン

パウンド（50ｍ）のスターバッジ保有者。 

15．参 加 費  一   般   8,000 円 

        大学生以下   5,000 円 

16．申込方法  選手、ボランティアともに下記 URL のイベントレジストから申し込みに

なります。 

        https://eventregist.com/e/ss2022 

 

 選手募集期間 

① イベント参加優先権を所有の方 5 月 1 日～5 月 20 日 

② 一般申し込み   5 月 20 日～7 月 2 日 

※定員に達し次第、募集終了になります。 

※種別ごとの参加人数に偏りが生じた場合、種別ごとの募集人数が変

更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※イベント参加優先権は過去に SUMMER SHOOT‘21 クラウドファ

ンディングの返礼品として配布されたもの等が対象となります。 

優先権のご利用はクラウドファンディング等に申し込んだご本人様

に限ります。大会申し込み時の氏名が優先権配布者と異なる場合は申

し込みをキャンセルさせていただくことがございます。 

ボランティア募集期間 5月1 日～6月20日 募集は締め切りました。 

17．個人情報の取扱いについて 

        使用目的は下記の通り 

         ①大会プログラム作成 

②マスメディアへの氏名・画像・映像の提供、YouTube 等での動画配

信、HP や SNS 等への氏名・画像・映像の掲載。 

③ 大会運営に必要な場内アナウンスやオーロラビジョンへの掲載。 

④ 新型コロナ感染症関係の管理や追跡などに伴う通知や連絡。 

 

https://eventregist.com/e/ss2022


18．新型コロナウイルス感染症拡大防止について 

         感染拡大防止のため下記にご協力お願いします。 

         （１）下記に該当する場合は自主的に参加を見合わせて下さい。 

           ①発熱・咳・咽頭痛などの症状があり体調が良くない場合。 

           ②家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

           ③政府からの入国制限や経過観察が必要とされている国や地域へ

の渡航またはその該当者と濃厚接触がある場合。 

         （２）行射中、飲食時以外はマスクを着用して下さい。 

         （３）新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）などのサービ

スを利用して下さい。 

         （４）こまめな手洗いや消毒液による手指の消毒を行って下さい。 

         （５）ソーシャルディスタンスの徹底をお願いします。 

         （６）大きな声での応援や会話はなるべく控えて下さい。 

         （７）その他感染防止のために主催者が定めた内容については遵守し 

            指示に従って下さい。 

         （８）本競技会終了後２週間以内に発症した場合は主催者に対して濃厚

接触者の有無等について報告して下さい。 

19．ボランティアの募集 

        本大会の運営にご協力いただけるボランティアの皆様を募集しておりま

す。食事支給、宿泊費用を実行委員会が負担いたします。越後湯沢駅から

会場までの送迎が可能です。（※誠に恐れ入りますが越後湯沢駅までの交

通費はご負担ください。）また、審判資格をお持ちの方はお申込み時に級

数の申告をお願いいたします。 

20．ご協賛のお願い 

        本大会にご支援いただけるスポンサー様を募集しております。募集内容

と特典は下記の通りです。 

内 容 金 額 特 典 募集件数 

ブース出展 

55,000 円 A ブース（土間渡しスペースのみ） ４件 

13,2000 円 B ブース（テント、椅子・机あり） ４件 

440,000 円 C ブース（企画ブース） １件 

特別スポンサー 

1,100,000 円 ゴールドスポンサー １件 

550,000 円 シルバースポンサー ２件 

220,000 円 配信スポンサー ５件 

物品配布 
110,000 円 チラシ配布 ２件 

220,000 円 サンプリング １件 

ゼッケン名入れ 110,000 円 選手ゼッケンにロゴを掲載 ５件 

ビジョンカー 

220,000 円 CM 放送 ４件 

330,000 円 
ビジョンカー前に企業名パネル掲載 

（パネル作成費込み） 
上限なし 



  【ゴールドスポンサー、シルバースポンサーの特典】 

   ・スタッフ T シャツへのロゴ掲載（ゴールド、シルバー） 

・タイムテーブルに広告スペースのご提供（ゴールド、シルバー） 

参加者全員に配布するタイムテーブルカードに御社告知スペースを掲載します。デ

ザインをご入稿いただく形となります。また、イベント運営スタッフが着用するスタ

ッフ T シャツと公式フォトプロップスへ御社ロゴを掲載します。 

 

21．お問い合わせ先 

        有限会社カトーモーター アーチェリー事業部 Dynasty 

        TEL 0256-46-0533   Mail info@dynasty-official.com 


