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世界アーチェリー連盟加盟団体の皆様へ 

会長各位、 

大会組織委員会に代わりまして、世界アーチェリー パラアーチェリー世界選手権2019年スヘ

ルトーヘンボス大会（オランダ）のご案内をお送りいたします。今大会はオランダのスヘル

トーヘンボスにて、6月2-9日の会期で行われます。 

本状と合わせて、本大会へのエントリー、チーム編成、大会参加に必要な書面を同封してお

ります。下記の期日までに、WAREOS（世界アーチェリー連盟エントリー＆エントリーオンラ

インシステム）にて必要事項をご入力くださいますよう、お願い申し上げます。 

期日一覧： 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

仮エントリー 

最終エントリー 
宿泊ホテル予約 

送迎 

ビザ申請サポート 
医療診断書、および視覚障がい・身体障がい

のクラス分け申請書（英文） 

メール送信先：classification@archery.org 
 
宿泊最終予約、およびお支払い 

2019年3月4日 
2019年5月10日 

2019年2月8日 

2019年4月30日 

2019年4月1日 

2019年5月3日 

• 1 April 2019 

また世界アーチェリー パラアーチェリー世界選手権大会の会期と前後いたしまして、2019年世

界アーチェリー連盟コングレス（6月1-2日）、2019年アーチェリー世界選手権大会（6月19-16

日）も開催いたします。こちらのイベントへの参加申込みをご希望の加盟団体さまには、別途

インビテーションパッケージをご用意しております。 

ただし、世界アーチェリー連盟コングレスへの参加申込みは、選手権大会への参加申込みと

はなりません。チームスタッフはイベントごとに登録する必要がありますので、ご留意くだ

さい。チケットの詳細はwebサイトをご参照ください。 

オランダ、スヘルトーヘンボスにて、選手およびチームの皆様のお越しを心よりお待ち申し

上げております。 
  

敬具 

Mr. Eric Kersten 
大会組織員会会長 
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大会スケジュール（仮） 

注： この大会スケジュールは暫定のため、参加選手の人数やTV中継の都合により、若干変更される場合が

あります。変更があった場合は随時、書面にて通知いたします。 
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会期 日時 詳細 
 
開幕2日前 

 
5月31日（金） 

 
参加者到着 
練習会場および現地送迎 利用可能 
 

 

開幕前日 
 

 
6月1日（土） 

 
参加者到着 
練習会場および現地送迎 利用可能 
 

 
 
 
開幕日 
 

 
 
6月2日（日） 

公式練習 V1、W1（女子、男子） 
公式練習 コンパウンド（女子、男子） 

公式練習 リカーブ（女子、男子） 

エントリーおよび用具検査 
チームマネージャー・ミーティング 

開会式 
 
1日目 
 

6月3日（月） 
 
予選ラウンド 
 

 
2日目 
 

6月4日（火） 予選ラウンド 

団体戦、団体戦混合 本選 

視覚障がい部門 本選および決勝戦 
 

3日目 
 

 
6月5日（水） 

団体戦混合、および個人戦 本選 
• リカーブ（女子、男子、混合） 
• コンパウンド＆W1（女子、男子、混合） 

 
4日目 
 

6月6日（木） 
個人戦および団体戦混合 本選 

• リカーブ、W1、コンパウンド（女子、男子） 
 

 
5日目 
 

6月7日（金） 
 
東京2020パラリンピック 2次選考トーナメント 

 
 
 

6日目 
 

 
 
6月8日（土） 
 

コンパウンド＆W1決勝戦 
• 団体戦 メダル決定戦 
• 団体戦混合 メダル決定戦 
• 個人戦 メダル決定戦 
• 表彰式 

 
 
7日目 
 

 
 
6月9日（日） 
 

リカーブ決勝戦 
• 団体戦 メダル決定戦 
• 団体戦混合 メダル決定戦 
• 個人戦 メダル決定戦 
• 表彰式および閉会式 

 

8日目 
 

 
6月10日（月） 

 

 

チーム帰国日 
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仮エントリーおよび最終エントリー 
エントリー、宿泊予約、送迎手配、フライト発着情報やビザの推薦レターの要望などは全て

WAREOS経由で完了すること。 

世界アーチェリー連盟エントリー＆エントリーオンラインシステム（WAREOS）は最新版に更

新済み。http://extranet.worldarchery.org 今大会の全手続きを登録することができる。

エントリー用紙や宿泊予約フォーム、送迎手配用紙は受け付けない。すべての情報はWAREOS

に入力すること。 

WAREOS利用にあたっては、http://extranet.worldarchery.org にアクセスし、世界アーチェ

リー連盟より割り当てられたユーザー名とパスワードでログインする。ログイン後「オンラ

イン登録 Online Registration」へ進み、大会に参加する選手およびスタッフを登録する。

PDF版WAREOSユーザーマニュアル（英文）は同サイトにてダウンロード可能。  

WAREOSに関する質問の問い合わせは、世界アーチェリー連盟事務局のJK LEE氏（Mr.）まで。

（jklee@archery.org） 

今大会では、各種目とも1か国につきエントリーできる選手は3名までとする。仮エントリー

はWAREOS経由で完了を済ませること。 

WAREOSオンラインエントリー開始 

WAREOS 仮エントリー終了 
WAREOS 最終エントリー終了 

2018年11月15日 
2019年3月4日 
2019年5月10日 

くれぐれも期日厳守のこと。 

エントリーの変更／修正はWAREOS上で行うこと。変更／修正は常時可能。WAREOSで変更を行

った後、大会組織委員会と加盟団体にはただちに、更新情報を記載したEメールが自動送信さ

れる。 

ただし、指定期日を過ぎた後の変更、または仮エントリー以降の選手変更が4名を超える場合

は、自動的に後述の罰金の適用対象となる。 
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注： スイスフランの為替レートは、大会開催時のレートを使用。 

過去の大会で発生した罰金が未納の加盟団体は、大会エントリーおよび出場の要件として、

未納分の支払いを完了する必要がある。 
         

Hyundaiアーチェリー ワールドカップおよび世界選手権大会では、事前に仮エントリーおよ

び／または最終エントリーを行っていない場合、チームマネージャー・ミーティングの3日前

以降に申請されたエントリーはすべて却下される。これは現行の世界アーチェリー連盟ルー

ル第3章7条1項の2に完全に一致するものであり、チームはこの決定に対して異議申し立てを

行うことはできない。期日後に申請されたエントリーは、ルールブック、およびワールドカ

ップならびに世界選手権大会の案内に明記されているように、罰金の対象となる。加盟団体

がWAREOSで最終エントリーを行ったものの、参加しなくなった場合は、大会開催1週間前まで

に世界アーチェリー連盟および大会組織委員会宛てに書面で通知した場合を除き、システム

上にエントリーした人数分のエントリー費が請求される。 

注： 宿泊予約および送迎手配に関しては、別途キャンセルポリシーが適用される。詳しく

は11ページを参照。 
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罰金（支払先：世界アーチェリー連盟） 金額（スイスフラン） 
 
アクレディテーション（登録証）の紛失 

 

 
1件につき30フラン 

 
 
最終エントリー期日後、かつ大会開催3日前までに、選手および／

またはチームスタッフの氏名を変更した場合 

 
変更1回につき 

50フラン 
 

罰金（支払先：大会組織員会） 金額（ユーロ） 
 
エントリー期日後にエントリーした場合 

 
エントリー1回につき

45ユーロ 
 
最終エントリーの際に、仮エントリーされた選手のうち4名を超える

選手／スタッフの変更があった場合 
 

 
エントリー1回につき

140ユーロ 
 

 
仮エントリーを期日までに完了せず、最終エントリーを行った場合 

 

 
エントリー1回につき

140ユーロ 
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宿泊施設および基本情報 
公式ホテルはホテルNHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフ（Hotel NH Conference 

Centre Koningshof）。ホテルの客室は先着順に割り当てられる。 

大会組織委員会を介さず、各自で宿泊施設を予約するチームは、倍額のエントリー費が請求さ

れる。 

• 

• 

宿泊予約受付期日： 
宿泊予約および送迎の最終申請： 

2019年2月8日 

2019年4月1日 

宿泊予約を確定するには、デポジットとして宿泊代金の60％を2019年2月8日までに大会組織

員会宛て銀行送金で支払わなくてはならない。期日後の予約申請は、客室の空き状況に応じ

て検討する。 
             

       1. ホテルNHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフ（4つ

 シングル 
ダブル／ツイン 

1泊189ユーロ* 
1泊159ユーロ* 

客室料金は、1泊1名当たりの料金。無料インターネット・全食事込み（朝食・夕食は公式ホ

テルで、昼食は会場で提供）。夕食にはノンアルコールドリンク1杯付き。ホテル内のバーや

カフェ、および客室内ミニバー利用時の追加代金は各自の負担となる。 

* 別途地方税が発生します 

大会限定グッズが1人1セット支給される。 

大会組織委員会を介した宿泊パッケージを申請したチームには、以下が支給される。 
• 1か国につき1枚の聖ヤンス（St.-Jans）駐車場の駐車券（公式練習会場の地下駐車

場。住所はHekellaan 25, ‘s-Hertogenbosch。収容車両の最大車高は2.10m） 

 

予選ラウンド、本選ラウンド、決勝戦当日を含む大会会期中の、会場～公式ホテル

間の送迎（運行スケジュールは現地にて要確認） 
 
NHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフ内に設置される練習用レーンを、無料で

使用可能 

• 

• 

クラス分けは公式ホテルで実施予定。ホテルNHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフの

駐車場は無料。 
     

大会会期中、パラアーチェリー世界選手権大会の関連情報・最新情報が入手できる、大会デ

スクを公式ホテル内に設置する。 
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ホテルNHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフ（Hotel NH Conference Centre Koningshof） 

NH Conference Centre Koningshof は美しい自然に囲まれています。ベネルクス地方

最大のコングレスホテルで、季節ごとに様々な表情を見せるブラバント・ケンペン景勝地に

位置しています。ご到着の際には、皆様をブラバント流のおもてなしでお迎えいたします。 

NKカンファレンスセンター・ケーニヒスホフは、509室のラグジュアリールーム完備。客室

周辺は大変静かで、お部屋からは森林またはホテルの中庭が見渡せます。客室には、無料で

ご利用いただけるコーヒー・紅茶をご用意しております。またセーフティボックス、モーニ

ングコール、ミニバーがご利用いただけます。 

公式ホテルの別館には、2019年パラアーチェリー世界選手権大会のご参加者の皆様向けに、

特別仕様のシャワーとトイレ設備をご用意いたします。また、チームの皆様がご利用いただ

ける練習用レーンをホテルの隣に設置いたします。 

NHカンファレンセンター・ケーニヒスホフでは、ご宿泊のお客様にまるでご自宅にいるかの

ようなお寛ぎの空間をご提供しております。ぜひホテル内のバーでごゆっくりお過ごしくだ

さい。スポーツ施設もご利用いただけます。館内どこでも無料WiFiがご利用いただけます。

NHカンファレンスセンター・ケーニヒスホフは、思い出に残るご滞在をお約束いたします。 

アイントホーフェン空港から 9 km 
アムステルダム・スキポール空港から 137 km 
ブリュセル空港から 115 km 
デュッセルドルフ空港から 118 km 
アイントホーフェン中央駅から 10 km 
最寄りのバス停から 0 km （ホテル敷地内） 
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https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof?_ga=2.131400847.1868255884.1493715733-993812478.1493712460


重要事項： 
ホテルの詳細は宿泊関連ページを参照のこと。WAREOSの必須欄にすべて記入の上、エントリ

ー費、交通費、宿泊費を指定期日までに全額支払うこと。支払いは銀行送金のみ、クレジッ

トカードまたはトラベラーズチェックは受け付けない。 

非公式ホテルでの宿泊を手配する参加者は、エントリー費を倍額支払わねばならない。加え

て、大会組織委員会はこれら宿泊施設に対し、大会に関する情報および会場までの送迎を提

供する義務を負わない。 

非公式ホテルでの宿泊を手配するチームは、公式練習日の前日までに大会アクレディテーショ

ン事務局にて参加登録をすること。登録を怠った場合は、結果的にエントリーリストが変更さ

れる。期日までに登録を完了しなかった場合、大会出場が撤回される場合もある。 
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エントリー費 
エントリー費:  

個人： 

スタッフ： 

 

230 ユーロ ／選手１名 
115 ユーロ ／１名 

臨時アップグレード： 30 スイスフラン／アクレディテーション１件当たり 

（選手が臨時コーチとして兼任する場合） 
 

非公式ホテル宿泊の場合のエントリー費： 
460 ユーロ／選手１名 
230ユーロ／1名 

チームに対するエントリー費は発生しない。 

支払い条件： 

エントリー費は到着の際に全額支払うこと。 

宿泊費および現地送迎：2019年2月8日までの予約分に関しては、デポジットとして合計支払

い額の60%を支払うこと。最終的な未払残高は、到着までに送付される。期日後の宿泊は一切

保証されない。差額分の請求書はWAREOS経由で提供される。 

宿泊、現地送迎、エントリー費の銀行口座情報： 
 
金融機関名: 

所在地: 
口座名義:  
口座番号: 
BIC/SWIFTコード: 

RABOBANK Oss Bernheze 
Postbus 20, 5384 ZG Heesch 
The Event Connection B.V. 
NL83 RABO 0125 5232 54 
RABONL2U 

注：支払いは全てユーロ建の銀行送金で行うこと 

銀行送金の手数料は、送金者が負担すること。 
クレジットカード、トラベラーズチェックは受け付けない。 
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個人： 

スタッフ： 



追記 

移動 

アムステルダム・スキポール空港からスヘルトーヘンボスまでの道路状況はしばしば渋滞が

起こるため、電車での移動がもっとも効率的かつ現実的である。 

公共機関 

アムステルダム・スキポール空港からスヘルトーヘンボス中央駅までの鉄道片道料金は、1人

当たり18ユーロ前後（二等車）または28ユーロ前後（一等車）。 

身体障がいがあるために乗車、車内移動、降車の際に補助が必要な場合、あるいは駅構内で

ガイド役が必要な場合は、無料でNSトラベル・アシスタンスサービスを受けられる。 

ただし、少なくとも到着の1時間前までに電話予約が必要: +31 30 235 7822 

スキポール空港には大会組織委員会のボランティアスタッフが待機し、鉄道の乗車券購入を

サポートするほか、スヘルトーヘンボス行きの電車の乗り場案内、NSトラベル・アシスタン

ス予約などをサポートする。 

スヘルトーヘンボス中央駅では、到着時間に合わせて大会組織員会のボランティアスタッフ

が待機し、ホテルまでの移動をサポートする。スヘルトーヘンボス中央駅からタクシーが利

用可。支払いは現金またはカード。鉄道に関する詳細はwebサイトを参照のこと。

www.ns.nl/en. 

空港―ホテル間の送迎 
別の選択肢として、旅行パートナー会社Arrivaを介して空港―ホテル間の専用送迎サービス

（到着時・出発時）を利用することも可能。WAREOS経由で予約することができる。チームに

車いす利用のアスリートがいる場合は、20～50人収容のバスの予約が可能。予約の際には、

車いす使用の選手人数を事前に知らせること。 

アムステルダム・スキポール空港 ― ホテルNHケーニヒスホフ* 

アイントホーフェン空港 – テルNHケーニヒスホフ* 

* 1台あたりの料金 
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 片道 往復 

タクシー（最大名） € 194,- € 388,- 
9人乗りバン € 357,- € 714,- 
20人乗りバス € 406,- € 811,- 
50人乗りバス € 436,- € 872,- 

 片道 往復 

タクシー（最大3名） € 345,- € 690,- 
９人乗りバン € 406,- € 811,- 
20人乗りバス € 436,- € 872,- 
50人乗りバス € 478,- € 956,- 
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キャンセルおよび変更 
キャンセルおよび変更はすべてWAREOS経由で行わなくてはならない。 

• 2019年2月8日までにキャンセルが受理された場合は、支払い済みのデポジットは全

額返金される。 

2019年2月8日以降のキャンセルは返金なし。 

 

返金手続きは大会終了後に行われる。 

チームの役員名または選手名（カテゴリーとディビジョンは変更なし）の変更は、

大会開始72時間までは追加料金なしで受け付ける。 

 

到着便が直前で変更になった場合は、チームマネージャー・ブックレットに記載さ

れている連絡方法で大会組織委員会に連絡すること。 

 

参加者の到着が当初の予定時刻よりも遅れる場合、客室料金は、加盟団体が予約し

た宿泊日数分が請求される。 

 

WAREOSで変更を行った場合、更新内容を記載したメールが大会組織員会と加盟団体

宛てに自動的に送信される。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

練習 

練習会場は2019年5月31日から利用可能。練習会場は競技会場近辺、ホテルから車で30分の場

所に位置している。事前に現地入りして地元のトレーニングクラブで練習を希望するチーム

は、大会公式サイトhttp://www.archery2019.com に記載の連絡先を参照のこと。 

インターネット 

公式ホテル内は無料WiFiが利用可能（客室およびロビー）。 

会場では、試合結果閲覧用のWiFiが利用可能。 

水 

予選ラウンドおよび練習会場には飲料水が用意される。 

メディア登録 
メディア代表射は、メールにて登録を申請する。 

info@archery2019.com 

天候 

平均気温 

最低気温 

最高気温 

日照時間 

降雨日数 

日の出 

日の入 

 
 

16 o C 
10o C 
20o C 
6時間 
19日 

5:30  
22:00 
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ビザ申請サポート 
オランダ入国ビザが必要な参加者は、2019年4月1日までに、WAREOSにてビザ申請サポートフ

ォームに入力すること。 

申請者は自らの責任で必要な情報を提供し、全ての情報が最新のもので内容に誤りがないこ

とを確認し、指定期日までに提出すること。 
     

加えて、ビザが必要な参加者はなるべく最新かつ有効なパスポートの写しを提出すること。

各申請者の写しはWAREOS上でアップロード可能。WAREOSに入力・アップロードされたパスポ

ートのコピーおよび個人データは厳重に保護され、外部関係者とは共有されない。 

大会組織委員会が提供するインビテーションパッケージは、パラ世界選手権会期中の滞在に

のみ限定される旨を留意すること。 
  

大会組織委員会連絡先：  

氏名： 

使用言語： 

Manouk van den Elzen 
（英語・オランダ語） 

Eメール: 
公式サイト: 

teams@archery2019.com 
www.archery2019.com 

大会組織委員会 会長 

送迎および宿泊担当： 

会計： 

Eric Kersten 
Manouk van den Elzen 
Hanny Vloet 
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スヘルトーヘンボス 

スヘルトーヘンボスは、南オランダの北ブラバント州の州都です。スヘルトーヘンボスは

「伯爵の森」という意味で、一般的には「デン・ボス」と呼ばれています。ブルグンド文化

が色濃く残る街で、町の中心地には特色のあるレストランや活気あふれるカフェが密集して

います。長い間歴史や文化の中心として栄えたスヘルトーヘンボスには、教会、ミュージア

ム、運河下り、ガイドツアー、その他多くの魅力ある名所があふれています。 

スヘルトーヘンボスの街をもっとよく知っていただける散策ガイド： 

ボシュボル（Bossche Bol） 

ボシュボルとは、大きめのシュークリームです。テニスボール大の大きさで、特製ホイップ

クリームを中に絞り、全体をダークチョコレートでコーティングしています。スヘルトーヘ

ンボスはボッシュボル発祥の地。お帰りの前にぜひ地元で人気のお菓子をご賞味ください。 

ヒエロニムス・ボス 

ヒエロニムス・ボスはスヘルトーヘンボスの住民なら誰もが知る有名人。ルネサンス期の画

家で、超自然的な画風と緻密な筆さばきで名声を築きました。市内のヒエロニムス・ボス・

アートセンターでは、彼の生涯と作品をあますところなく堪能することができます。 

運河下り 

スヘルトーヘンボスの美しい旧市街を走るのがビネンディーゼ川（De Binnendieze）。ボー

トに乗って川を下りながら、町の歴史的建造物や文化的な街並みをお楽しみください。 

Minderbroedersplein広場 

Minderbroederpleinは市民の憩いの場であり、ブルグンド式の生活様式を堪能できる場所

です。旧市街の真ん中に位置していますがとても静かで、ランチやディナーにぴったりな素

敵なレストランが見つかるでしょう。 

聖ヤン教会（シント・ヤン教会） 

町のどこからでも目にすることのできるスヘルトーヘンボスを象徴する建物は、天高くどこ

までも伸びているかのようです。ゴシック建築の聖堂の内部は、600体もの聖人像でびっしり

飾られています。聖ヤン教会は一般開放されており、気軽に見学することができます。アー

チェリー世界選手権の決勝会場となるアリーナは、教会の目の前にある歴史的な広場、通称

「パレード広場」に設営される予定です。 

街の詳しい情報は、スヘルトーヘンボスの公式Webサイトをご覧ください。 

www.bezoekdenbosch.nl/en 
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