
全日ア連強化第 20-004号 

2020 年 8 月 28 日 

第 1４期生候補保護各位 

                   （公社）全日本アーチェリー連盟 

ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

新 海 輝 夫 

（公印省略） 

 

エリートアカデミー第 1４期生説明会について 

 

拝啓 

 皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より全日本

アーチェリー連盟には格別のご支援を賜り心からお礼申し上げます。 

 この度はＪＯＣエリートアカデミーアーチェリー競技の第 1４期生説明会に参加申込み

をいただき、誠に有難うございました。つきましては、下記の要領で第 1４期生の説明会を

実施いたしますので、万障繰り合わせの上、ご参加いただきますようお願いいたします。 

 説明会参加希望者は、9 月 11 日までに別紙「JOC エリートアカデミー第 14 期生説明会

参加希望届」を事務局までご提出ください。 

敬具 

記 

 

１、日 時 2020 年 9 月 19 日（土）14 時より 20 日（日）12 時まで 

 

２、場 所 静岡県 つま恋リゾート彩の郷 

〒436-0011 静岡県掛川市満水 2000 

電話 0537-24-1111 

 

３、日 程 ９月 19 日（土） 

14：00 集合（つま恋リゾート彩の郷 ＳＭＣ） 

14：30 エリートアカデミー概要説明 

15：30 個別説明会 

９月 20 日（日） 

9：00 集合（拠点） 

9：30 実射 

12：00 解散 

 

４、その他 弓具を持参いただき、練習できる服装をご準備ください。 

宿泊は各自でご手配ください。 

以上 

  



アクセス 

飛行機でのアクセス 

●富士山静岡空港より車で約 45 分。 

●中部国際空港セントレアより約 2 時間。 

名鉄特急「ミュースカイ」名古屋駅乗り換え 

JR 東海道新幹線「こだま」利用 

 新幹線でのアクセス 
●東海道新幹線 東京駅からこだま号に乗車。掛川駅まで約 1 時間 50 分。 

●東海道新幹線 新大阪駅からこだま号に乗車。掛川駅まで約 2 時間 30 分。 

 無料シャトルバスについて 
つま恋リゾート彩の郷 無料シャトルバス 8：30～18：00 

（JR 掛川駅南口⇔つま恋リゾート彩の郷ホテルフロント前） 

掛川駅南口→つま恋リゾート彩の郷 行き・・・毎時 00 分(最終 18：00 発） 

つま恋リゾート彩の郷→掛川駅南口 行き・・・毎時 30 分(最終 17：30 発） 

 



（公社）全日本アーチェリー連盟　御中

続柄

(　　）

（別紙2）

JOCエリートアカデミー第1４期生

説明会参加希望届

2020年　　　月　　　日

選手名

全ア連登録番号 Ｔバッジ種類

フリガナ 所属クラブ

学校名/学年/性別 学校 年 男子  ・  女子

フリガナ

続柄
保護者氏名

自宅住所

〒

mailアドレス

保護者連絡先 自宅 携帯電話



全日ア連強化第 20-005 号 

2020 年 8 月 28 日 

 

加盟団体 各位  

役 員 各位 

（公社）全日本アーチェリー連盟 

会長職務代行者  世耕 弘成 

       （公印省略） 

 

JOC エリートアカデミー第 14 期生入校希望調査 

 

 

拝啓 平素は本連盟の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件、JOC エリートアカデミー第 14期生入校希望調査を実施しま

す。 

つきましては、別紙 1．「JOC エリートアカデミー事業方針・第 1４期生推薦

条件」をご確認いただき、別紙 2．「希望調査書」に入校を希望される方の氏名、

所属先等を記入して、9 月 25 日(金)必着で本連盟までＦＡＸ、もしくはメール

にてご返信下さい。 

なお、募集人員は若干名、加えて別紙１の基準に合致しない場合、日本オリ

ンピック委員会の承認を得られない場合も考えられますので、熟慮いただきご

回答されますようよろしくお願い申し上げます。     

敬 具 



（別紙１） 

 
JOC エリートアカデミー事業概略 

１．事業方針 

  日本オリンピック委員会（JOC）の理念に基づき、エリートアカデミーの名にふさわしい、競技力

だけではなく人間力のあるトップアスリートを育てる。 

 ２．事業目的 

  オリンピックで活躍し、社会の発展にも貢献できるアスリートを育てる。 

 ３．在籍期間 

  １）中学 1 年から高校 3 年までの中の 3 年間とする。 

２）中学からの入学者は中学卒業の時点で JOC が将来性を見て継続の有無を判断する。 

３）在籍期間の 3 年を経過し、さらに在籍を希望する場合は JOC が将来性を加味して総合的に競技

力を判断し、期間延長を判断する。 

 ４．募集人数 

  「少数精鋭」の考え方をもとに競技団体との協議の上、JOC が決定する。 

 

 

第１４期生候補者推薦概要 
１．１４期生推薦方針 

候補者選考にあたっては多方面から能力を検討し、JOC エリートアカデミーが目指すアスリートと

なる可能性の高い者を厳選して推薦する。 

 ２．推薦条件 

  １）日本国籍を有する者 

  ２）JOC エリートアカデミーが目指すアスリートとなり得る可能性が十分期待できる者 

  ３）当該競技の全国レベルの大会で、トップレベルの競技成績をおさめていること 

  ４）JOC エリートアカデミー入校後の活動に支障をきたすような故障やケガ、治療中の疾病等がな

いこと 

  ５）JOC エリートアカデミーの方針や目的を理解していること 

  ６）推薦にあたって競技団体の理事会で機関決定されていること  

３．決定までの行程 

 １）競技団体推薦書類提出 10 月下旬締め切り 

 ２）JOC 選考 

   ①第一次選考 書類審査 

   ②第二次選考 適性検査・作文 11 月下旬 

③最終選考会 JOC 役員による個別（本人・保護者）面接および競技団体面接 12 月中旬予定 

 ３）決定 

   3 月 JOC 理事会 



（公社）全日本アーチェリー連盟　御中

印

印

Tel. Fax.

下記選手がエリートアカデミー入校を希望していますので推薦致します。

　　※個人情報の取扱いについては、選手に了解を得ています。

続柄

(　　）

フリガナ

自宅住所

〒

保護者連絡先 自宅 携帯電話

mailアドレス

アドレス所有者

フリガナ

続柄
保護者氏名

学校名/学年/性別 学校 年 男子  ・  女子

　　　　　㎏
腕の長さ

左中指先から右中
指先まで

　　　　　ｃｍ

フリガナ 所属クラブ

選手名

会 長 名

記 載責 任者

全ア連登録番号 Ｔバッジ種類

（別紙2）

JOCエリートアカデミー第1４期生

入校希望調査書

2020年　　　月　　　日

加 盟 団 体

既往症・アレルギー等

特記事項

体格 身長 　　　　　　ｃｍ 体重

指導者

連絡先（携帯電話）

書類配布先住所
※自宅と同じ場合には同上

〒

家族構成
(同居の方全て記入くださ

い）



※　大会名は、正式名称を記入のこと

最終順位

予選得点

最終順位

予選得点

エリートアカデミー入校希望本人の理由　（自筆）

保護者希望理由

父親 母親

※　最終学年の通知表のコピーをご提出ください。

競技会
②

大会開催日
位

大　会　名

主催団体名 点

競技会
①

大会開催日

全国レベル大会成績（公認試合）

保護者身長 ｃｍ ｃｍ

主催団体名 点

位
大　会　名

弓歴

開始年齢（学年） 　　　　　年　　ヶ月　　（　　　　　　　　　　）


