
　　　　   　4 dan/5 dan

             Shogo holders

【Competition】

　Competition (preliminary/finals) will be carried out with 3 nin tachi (3 people in one group) 

  in 3 shajo.  Time limits for Dantai competition as follows.

  1) Timing the limit for Gyousha shall commence at the Shinkou Iin’s order to begin ( ‘Hajime’).

  2) The Yorei (warning bell) will ring 30 seconds prior to the time limit (one ring), 

     and when the time limit is exceeded, the Honrei (finishing bell) shall ring (twice).

    (1) Sha that are release as the Honrei rings shall be invalid (fault).

    (2) Any Sha released after the time limit has been exceeded shall be invalid (fault), 

        and any remaining Ya shall be forfeited.

  3) At such time as the Shajou Shinpan Iin gives the signal to end Gyousha, the time limit rules shall 

     no longer apply.

  4) Resolving incidents involving one’s own Dantai (dealing with Tsurugire, etc.) 

     shall take place during the time limit.

【Free practice】

　B1 Taikai place will be open for free practice on the afternoon of July 18.

　Do not enter B3 since Chuo Shinsa is taking place.

　According to the congestion stuation, we may set the rule to have Hitotegyosha (2 sya each turn)(Rissya). 

  Free practice time may be changed do to Taikai preparation.

　16：00～（Plan） Awards / Closing Ceremony

　　Please note that the schedule time may change depending on the game process.

　　Person who doesn’t show up calling of Daisan Hikae (waiting group) should be regarded as retired.

Lunch break

　13：30～（Plan） Tokubetsu Enbu (ANKF)

　14：00～（Plan） Dantai finals by 8 countries

　16：00～（Plan） Dantai finals lottery by 8 countries

Schedule　　July 20 (Sun)
Time Contents

　10：00～ Kojin finals under 3 dan

Lunch break

　14：00～（Plan） Tokubetsu Enbu  ANKF, EKF

　14：45～（Plan） Dantai preliminary by 21 countries

Schedule　　July 19 (Sat)
Time Contents

　10：00～ Opening ceremony / Makiwara Syarei

　11：00～ Kojin competition  No.1 - No.149



【Reception】

【Kyudo equipment】

However, all responsibility in case of loss or theft of object inside the CSU is declined. 

【Lunch】

  Bringing in any food or drink from outside the sports center is prohibited.

　Please purchese Lunch ticket (8€) for the sports center restaurant at the reception.

If you agree with this policy, please left your equipment at the designated place.

【Insurance】

　For accident in the sports center, we take our accident insurance. However, insurance may not be 

applied by the contents of the accident. We recommend to take out your own travel insurance.

Please check Tachi Number with Tachi order list of Kojin competition. (Kojin No.1 - No.149)

Zekken (Number) should be returned to the reception desk after the Taikai.

Any inquiry on Taikai, please ask staff members with armband or contact the reception desk.

The whole CSU sports center is protected and Kyudo equipment can be left in the dojo 

after free training (July 18) and after competition (July 19).

Sign in at the reception desk at the sports center gate by each competition (Dantai/Kojin).

Kojin Taikai perticipants shold receive Zekken (Numbers).



　　　　　有段者（四段・五段）

          称号者

【競技について】

　競技（予選・決勝）は３人立ち３射場で実施します。

　団体競技の制限時間は次のとおり。

　1）制限時間の計時は、進行委員の「始め」の合図により開始する。

　2）制限時間30秒前に予鈴（1音）、制限時間超過時に本鈴（2音）で合図する。

　　（1）本鈴と同時に射離した矢は無効とする。

　　（2）制限時間超過後に射離した矢は無効、残った矢は失権とする。

　3）射場審判委員から行射停止指示が出た場合は、制限時間の規定を適用しない。

　4）自団体内に起因する事故（弦切れ処理など）の場合は、制限時時間内で行う。

【矢羽について】

　国際弓道連盟主催の公式行事では、ワシントン条約に違反する矢羽の使用は禁止です。

　また、出国にあたり猛禽類の矢羽については、通関の際に没収等される恐れがありますので、

　ターキー等の矢羽を携行されることをお勧めいたします。

　※大会開始前に審判委員による弓具点検を行います。

【公開練習について】

　大会前日、7月18日は午後から地下1階の大会会場を開放します。

　なお、地下３階は、中央審査開催中のため入場できません。

　練習会場は混雑状況により、効率を図るため一手行射（立射）とする場合があります。

　開放時間帯は、会場準備の都合で変更となる場合もありますのでその点はご了承ください。

日　程　　　7月19日（土）
時　　間  内　　　　容   

　10：00～ 開会式、巻藁射礼

　11：00～ 開始　個人競技　№１～№１４９

昼食休憩

　14：00～（予定） 特別演武　全日本弓道連盟　欧州弓道連盟

　14：45～（予定） 団体競技予選　２１カ国

　16：00～（予定） 団体決勝トーナメント　抽選８カ国

日　程　　　7月20日（日）
時　　間  内　　　　容   

　10：00～ 個人決勝　参段以下

昼食休憩

　13：30～（予定） 特別演武（全日本弓道連盟）

　14：00～（予定） 団体決勝　８カ国

　16：00～（予定） 閉会式

　進行状況により、立の時間帯が変動することがありますので、進行には十分ご注意ください。

　運営の都合上、第3控までの呼び出しに間に合わない場合は、棄権とみなします。



【受付について】

【弓具について】

【昼食について】

館内入口にて種別（団体・個人）毎に受付を行ってください。
個人競技出場の方は、ゼッケンをお受け取りください

立番号は別紙、個人競技一覧をご参照ください（個人№１～№１４９）

ゼッケンは大会終了後回収いたしますので、受付に返却ください。

大会に関するご質問は腕章を付けた案内係、または受付にてお問い合わせください。

CSUスポーツセンターは安全管理されており、18日公開練習後、19日競技終了後、センター内に弓具を預ける

ことができます。

　大会会場、ルクルーススポーツセンターは、外からの飲食の持ち込みは禁止されております。

　ついては、受付時に館内食堂の昼食券を準備いたしますので、必ずお買求め（8€）ください。

　しかし、万が一の紛失・盗難などに際しては、責任を負いかねますので、その点ご理解の上、預ける場合は

指定場所にお預けください。

【保険について】

　万一の会場内の事故に備え、傷害保険に加入しておりますが、事故の内容により適用にならない場合も

ございます。各自、旅行時の保険へ加入いただくことをお勧めいたします。


