
 

 
 
 

   出場選手 招待案内 
 

第5回 Fazza パラアーチェリー・ワールドランキングトーナメント 

                      ドバイ2019 
 

 2018年4月10日～16日・ドバイ 
 
 
 
 
 
 

世界アーチェリー連盟加盟団体／各国パラリンピック委員会／関係者各位 

本招待案内を自国のパラアーチェリーの関係者へ転送してください。 
 

関係者各位: 
The Dubai Club for People of Determinationは「第5回 Fazzaパラアーチェリー・ワー

ルドランキングトーナメント・ドバイ2019」を開催します。 
 

事前登録および最終登録: 
全てのエントリーは世界アーチェリー連盟（World Archery）のオンライン登録システム「WAREOS」

を通して行ってください。 

 
エントリー、宿泊予約、送迎予約、飛行機到着／出発情報、およびビザ招待状リクエストはすべてWAREOSか

ら行ってください。 

 

世界アーチェリー連盟オンライン登録システム（WAREOS）: http://register.worldarchery.org は、本大会に向け

て登録手続きのすべてを管理するために更新されました。上記システム以外でのエントリーフォーム、宿泊リクエ

ストフォーム、輸送リクエストフォームなどの提出は一切受け付けられません。 

 
WAREOS の使用には、http://register.worldarchery.org にアクセスし、世界アーチェリー連盟から発行されたユー

ザーネームとパスワードでログイン。ログイン後、リストから選手を登録したい種目（event）を選択する。

「Entries」ボタンを選択すると、該当種目のカテゴリー一覧が出てくるので、「category」ボタンを選択し、種目

にエントリーする選手・スタッフの人数や詳細情報を入力する。「WAREOS User Manual（WAREOS ユーザーマニュア

ル）」も http://register.worldarchery.org から PDF 形式（英語）でダウンロード可能です。 
 
WAREOS に関するご質問は、世界アーチェリー連盟事務局の Mr. JK LEE（jklee@archery.org）までご連絡ください。 
 
 

 

http://register.worldarchery.org/
http://register.worldarchery.org/
http://register.worldarchery.org%E3%81%8B%E3%82%89pdf/
mailto:jklee@archery.org


 

 

種目の各カテゴリーにエントリーできる選手の数は、各国最大 3 名までです。事前エントリー（Preliminary entries）

は、WAREOSを通して行われなければなりません。 

 
締め切り： 

一次エントリー（人数登録）期限：2018年12月2日 

名前の登録および各種支払い期限：2019年3月9日 

クラス分け– “初めてクラス分けを受ける選手、またはReviewステイタスでクラス分け必要があ

る選手のいる国は、該当選手のクラス分け申請書類（the classification application form）

と医療受診フォーム（medical intake form）を世界アーチェリー連盟のMr.  JK Lee 宛てに

2019年3月1日までに提出してください。 

 

事前日程： 
 
2019年4月10日（水） 到着、トレーニング、クラス分け 
2019年4月11日（木） クラス分け、公式練習、マネージャーミーティング 
2019年4月12日（金）  予選ラウンド（Qualification round） 

リカーブ、コンパウンド、W1  女子・男子 
2019年4月12日（土）  勝ち抜き戦（Elimination） 

個人リカーブ、コンパウンド、W1 女子・男子 
2019年4月14日（日） 個人勝ち抜き戦・混合団体戦   
2019年4月15日（月） 個人・混合団体メダル決定戦 
2019年4月16日（火） 出発 



 

   
 
 
 
 
 

まえがき 
 

大会組織委員会はFazza事務局と共に、第5回Fazzaパラアーチェリー・ワールド

ランキングトーナメント・ドバイ2019にご招待したいと思います。 

大会は、2019年4月10日～16日にアラブ首長国連邦・ドバイの「Dubai Club for 

People of Determination」にて開催します。 

私たちは、パラアーチェリーのレガシーを作り出し、国際大会の経験を通じて

選手がさらに成長できるこの名高い大会を開催できることを心から誇りに思い

ます。 

政府、国内スポーツ運営組織、民間および公営企業の継続した支援を受けて、

本大会がアラブ首長国連邦で開催されることを非常に嬉しく思います。そこで

は、各国の選手が我が国の最高のおもてなしを受けて、本大会に臨めることを

お約束します。 

 

 

大会組織員会：  

Dubai Club for People of Determination 
 

会長： Thani Juma Berregad 
 

日程： 2019年4月10日～16日 

 

会場: Dubai Club for People of Determination 

 

規則：  世界アーチェリー連盟規則を適用 

 

クラス: 男子／女子 
 

種目: リカーブオープン、コンパウンドオープン、W1オープン  
 

フォーマット:  ABCフォーマット 
 

表彰: 各クラス・種目の上位3名には豪華賞品とメダルが贈られます。 
 

エントリーフィー: 

 

全参加選手・役員のエントリーフィーは無料 
 



 

 
 
宿泊: 

FAZZA 大会期間中、全出場選手および役員が滞在する大会オフィシャルホテルはThe Al Bustan Hotel。 

同ホテルは、シングル、ダブル、トリプルルームをご用意いたします。 

 

ホテル名:  Al Bustan 

住所:  Al Nahda Road-Al Towar, P.O.Box 2017, Dubai, UAE 

ウェブサイト:  www.al-bustan.com 

 
部屋タイプ： 

シングルルーム：1泊170米ドル+付加価値税5％（1日3食付き） 

ダブルルーム：1泊280米ドル+付加価値税5％（1日3食付き） 
 

トリプルルーム：1泊400米ドル+付加価値税5％（1日3食付き）（推奨：シングルルーム1室、ダブルルーム1

室、バスルーム2つ、キッチン、ラウンジ、ダイニングエリアを備えているアパートメントのため特におす

すめ） 
 

クアドラプル（4人用）ルーム：1泊480ドル+付加価値税5％（1日3食付き）（推奨：ダブルルーム2部屋、バ

スルーム2つ、キッチン、ラウンジ、ソファーベッド付きのダイニングエリアを備えているアパートメント

のため特におすすめ） 
 
3月2日の朝6時（チェックイン時刻）よりも前に部屋に入りたい場合は、追加宿泊費用がかかります。朝6時

以降であれば、部屋は用意されています（追加費用不要）。 
 

※2019年4月16日のチェックアウト時刻以降も部屋を利用したい場合は、1泊分の追加費用

がかかります。ホテルのロビーで待つ分には費用はかかりません。 

 

※全部屋の割り当ては、全額が支払われた後に行われます。 
 

http://www.al-bustan.com/


 

 
 
 

 



 

 



 

 
 
 支払い方法 

宿泊費の支払いは下記の銀行口座へ、2019年3月9日までに全額が振り込まれなければな

りません。全額が支払われたことが確認されてから、すべての部屋の予約および割り当

てが行われることにご留意ください。 

 口座名（Account name） Dubai Club for People of Determination 

 銀行名（Bank name） Dubai Islamic Bank 

 支店名（Branch  name） Dubai Main Branch 

 口座番号（Account number） 001520726988901 

Swift-Code DUIBAEAD 

IBAN AE95 0240  0015  2072  6988 901 

 
 
キャンセルポリシー: 

 2019 年 3月 15日までにキャンセルを行った場合、支払額の 50%を払い戻しする。 

 2019 年 3月 16日以降にキャンセルを行った場合、支払額の払い戻しは行われない。 

 
 
全部屋の料金は一部屋1泊の金額 

 

ホテルの部屋代には3食（朝食、昼食、夕食）が含まれています。大会のスケジュール上、ホテルで昼食が食

べられない場合、大会組織委員会は会場で昼食パックを提供（昼食に限る）。昼食については大会スケジュ

ールの公式発表後に決定されます。 



 

 
 
輸送について: 

ドバイ国際空港からオフィシャルホテル間の往復輸送が提供されます。空港とホテルの距離は6km。 

バス・車で10分。ホテルから大会会場までの距離は500mで、バスで5分、徒歩7分。 

輸送費も宿泊費用に含まれます。 

 

選手・役員はメインエントランスから直接、新スタジアムに入れます。 

 
 
ビザについて: 

大会組織委員会よりビザ発給の為のインビテーションレター（招聘状）が発行されます。 インビテーションレター

の発行には、2019年3月10日までにWAREOS上で必要な項目をすべて入力する必要があります。 

 
 
問い合わせ先 

Dubai Club for People of Determination  

電話: 00971 42988 205      

Fax: 00971 42988 459      

Email: fazza.dubai2018@gmail.com   

会長：Thani Juma Berregad 
 
 

mailto:fazza.dubai2018@gmail.com


 

 
 
 

アラブ首長国連邦 
アラブ首長国連邦（UAE）は、アブダビ、ドバイ、シャールジャ、ラアス・アル＝ハイマ、アジュマーン、ウン

ム・アル＝カイワイン、フジャイラの 7 つの首長国で構成される。UAE の 8 割は砂漠だが、リワ（Liwa）にそ

びえる赤い砂丘 からヤシの木が生い茂るアルアインのオアシス、名高いハジャール山脈から肥沃な海岸線な

ど、砂漠とは対照的な景観も広がる。 

面積は狭い（スコットランドのサイズ程）ものの UAE は、地域情勢および国際情勢において重要な位置づけと

なってきた。1971 年、故 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 大統領が、小さく発展途上にあった各首長国を

集め、アラブの国で唯一の連邦を建国した。Zayed 大統領の先見性をもった指導力があり、石油による富で UAE

を世界有数の開放的で成功した経済国へと発展させた。 

2004 年、Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan の大統領就任以降も引き続き国の壮大なビジョンに向けて懸命

の努力がなされている。 

 
 
ドバイ 
ドバイはアラビア半島の東沿岸、アラビア湾の南西の角に位置している。ドバイはその温かいおもてなし、豊

富な文化遺産として広く知られ、人々はあたたかく、気前よく訪問者を迎えてくれる。年間を通じて、太陽の

光、魅力的な砂漠、美しいビーチ、豪華なホテルやショッピングモール、素晴らしい歴史的観光名所、繁盛す

るビジネスコミュニティを誇るドバイは、毎年世界各国からレジャーやビジネスで訪れてくる多くの訪問者を

受け入れる。 

現地通貨はディルハムで、１米国ドルが 3.67UAE ディルハムである。 

ドバイは寛容で国際的な国としてすべての訪問者を受け入れる。しかし、都市ではイスラム教の教えに従うた

め、観光客は滞在中、ある程度の文化的、宗教的な習慣を身に付けなければならない。 

ドバイの統治者：1833 年以来、現アール・マクトゥーム家がドバイの首長家である。マクトゥーム家の賢明で

革新的な指導力の下、ドバイは繁栄し続け、今やビジネスや観光の拠点となっている。 

ドバイの歴史：Saruq Al Hadid は、ドバイや周辺地域の考古学的発見の中で最も重要な遺跡のひとつとされて

いる。この遺跡は UAE の歴史、特に鉄器時代、青鉄器時代の多くを語っており、UAE の文明が 5 千年にわたっ

ていることが分かっている。 

ドバイ経済: ここ数十年ドバイはあらゆる部門において目覚ましい経済成長を遂げてきた。ドバイ政府は、たえ

ず商業の透明性を改善することに努め、中小企業の形成を助けるダイナミックな法令を導入する。ドバイ経済

は、もはや石油に依存するものではなく、貿易業、サービス業、金融部門に大いに依存しより多角的になって

いる。アジア市場とヨーロッパ市場の間の真ん中に位置していることから、ドバイは、世界貿易のメカニズム

に不可欠な存在として定着させようと努力を続けていきた。この中心にある立地により、ドバイは行きやすい

観光地として人気を集めるようになった。 



 

 

 



 

 



 

 


	出場選手　招待案内
	ドバイ2019

	事前登録および最終登録:

