
4th Japan Remote Archery Festival 
１. Aim 　 
It has been almost a year since our last remote tournament. 
Although the Olympic and Paralympic Games have been successfully conducted, 
we are also facing the situation that several Archery Tournaments have been 
cancelled due to COVID-19. 
Therefore we are going to schedule another Remote Archery Festival in October. 
We would like to enjoy Archery together through this event. 
We are looking forward to your participation. 

２. Organizer Remote archery Festival management team “BKG JAPAN ” 

３. Cosponsor  
　　HARD OFF Corporation Co.,Ltd  　WIAWIS WIN&WIN WIN JAPAN Co.,Ltd　 
　　SHIBUYA ARCHERY Co.,Ltd　CROWN ARCHERY 　DYNASTY ARCHERY 
　　Leo planning Co.,Ltd　KAC Archery group 

４. Date and time October 9th, 2021 9:00 to October 10th, 21:00 (Japan Time) 
  Please complete the score inputs by GMT18:00 on October 10th. 

５. Venue You can participate from anywhere in the whole country (world). 
  Please participate according to the covid-19 infection spread prevention  
  measures in each country and region. 

６. Participation requirements All archers who love archery. 

７. Competition  
Please select the category to participate in from R1 to R12, C1 to C4, B1 to B4 in 
the table and apply. 
If you wish, you can enter multiple events. 
Team competition are also set from R1 to R4. If you would like to participate in 
a team competition in addition to an Individual competition, please enter the 
team name in the Google Form and apply as a group of three. 

*It is also possible to use 6 rings for the distance to use 80cm. 

８．Scoring [Ianseo scorekeeper] 
I. Download and install [Ianseo score keeper] and use your smartphone 
as a score input device. 

II. The scorecard will be uploaded to ianseo.net after the application 
deadline, so please print your own in advance, connect to Ianseo 
Scorekeeper, and confirm the input.(There are the first half  and 
second half) 

Recurve age limit distance target Compound age limit distance target

R1 70mMenOpen no limit 70m 122cm C1 50mMenOpen no limit 50m 80cm

R2 70mWomenOpen no limit 70m 122cm C2 50mWomenOpen no limit 50m 80cm

R3 70mU-19Men U-19 70m 122cm C3 30mMenOpen no limit 30m 80cm

R4 70mU-19Women U-19 70m 122cm C4 30mWomenOpen no limit 30m 80cm

R5 50-30mMenOpen no limit 50-30m 80cm Bare Bow age limit distance target

R6 50-30mWomenOpen no limit 50-30m 80cm B1 50mMenOpen no limit 50m 122cm

R7 30mMenOpen no limit 30m 80cm B2 50mWomenOpen no limit 50m 122cm

R8 30mWomenOpen no limit 30m 80cm B3 30mMenOpen no limit 30m 80cm

R9 30-18mMen U-15 30-18m 80cm B4 30mWomenOpen no limit 30m 80cm

R10 30-18mWomen U-15 30-18m 80cm B5 18mMenOpen no limit 18m 80cm

R11 18-12mMen U-13 18-12m 80cm B6 18mWomenOpen no limit 18m 80cm

R12 18-12mWomen U-13 18-12m 80cm



９．This tournament is not recognized as an official event of the All Japan Archery  
    Federation. 

10．How to apply  
I. Please access the [Google Form] and fill in the required information. 
   Since the number of people who can apply at one time is up to 6, if 
there are 7 or more people, please access the form in multiple times. 

II. If you have a large number of people, please upload the completed 
application form to the "formzu entry form". 
Please download the application file from the official website. 

   
 Google Form 　https://forms.gle/3Bapu1zggYpoGAudA  Google Form      formzu 
 formzu　　　　https://ws.formzu.net/dist/S82220182/ 

11．Capacity of event: None 

12．Application deadline Thursday, September 30, 2021 

13．Participation fee free 

14．Award A certificate (PDF) will be sent by email to the top 3 players in each 
category. 

15．Other  ≪Certificate of participation≫ 
  A certificate of participation will be issued to athletes who wish to 

participate after the tournament.  
  We will send you a PDF file by email, so please print it yourself. 
  ≪Live broadcast≫ 
  ZOOM will connect each venue during the tournament. 
  Live streaming of ZOOM and quick announcement (ianseo) on official 

Facebook. 
  The ZOOM ID and password will be notified on the official Facebook.  
  ≪Handling of photo data≫ 
  Please upload the competition scenery of each venue to Facebook. 
  The photos may be used secondarily on the SNS of the sponsoring 

companies and various media. 
  Please do not post photos or videos in a state where you can identify 

yourself without your permission.  
  Please refrain from reprinting photos and videos from other venues on 

your personal SNS. 

16．Contact Remote archery Festival management team “BKG JAPAN ”  
  e-mail                            e-mail       website     Facebook 
  bkg.jpn@gmail.com 
  official website 
  http://bkg.gozaru.jp 
  Official Facebook  
  https://www.facebook.com/groups/RemoteArchery 
 

 

BK

13 参 加 費  シニア・社会人：５００円、大学生以下、海外参加者：無料 

        ※協賛各社のご協力を頂き、大学生以下、海外の選手を無料とさせて頂きました。 

シニア、社会人の皆様におかれましてはどうかご理解願います。 

14 支払方法  PayPayかクレジットカードでの支払いをお願いします。（申込フォームに記載） 

15 参加申込   ２０２０年１０月５日（月）締切  

16 表  彰  各カテゴリー個人、団体とも上位３位までに賞状（PDFにしてメール送信します） 

17 そ の 他  (１)  スコアカードは、１０月１２日（月）までに申込責任者にメール送信します。 

            大会までに【Ianseo score Keeper】の入力テストを行ってください。 

(２)  参加賞はありません。各カテゴリー３位までの入賞者に賞状（副賞） 

第１回と同様に抽選でのプレゼントがあります。（内容は後日発表） 

   ※海外の選手には送料の関係でプレゼントはありません。ごめんなさい。 

(３)  希望者に「参加証明書」を発行しますので、申込フォームに記載願います。 

(４) 「ＺＯＯＭ」などを利用した各会場間の交流を考えています。 

（実施の際は、大会Ｆａｃｅｂｏｏｋ 、 ＬＩＮＥオープンチャットで連絡します） 

(５) （公社）全日本アーチェリー連盟の集計システム実証実験に協力しています。 

(６)  競技中の写真を大会Facebook、またはオープンチャットへ投稿していただき、

各地の様子をお知らせください。なお、写真につきましては協賛各社のＳＮＳや

各種メディアで二次使用される可能性があります。 

     Facebook ⇒ https://www.facebook.com/groups/RemoteArchery 
大会用ＬＩＮＥオープンチャット  

18 問い合せ  ・集計端末設定などに関する問い合わせもオープンチャットで 

受け付けます。 

・その他の問い合わせは 野崎 剛まで  090-3981-1376      
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