
2019年8月理事会議案  

日　　時

場　　所 渋谷区スポーツセンター　第３会議室

議　　案 報告事項・協議事項

注　　記 議長：松村、書記：成田

出席者(敬称略)：13名
副会長：近藤 均, 会計：中田 光俊, 顧問:鈴木 清治, 理事長：松村 晃志, 副理事長：池澤 かおり, 事務局長：祝迫 修　

総務部会長：飯泉 俊江, 普及育成部会長：加藤 和男, 競技部会長：近藤 辰夫, 審判部会長：小杉 理加, 強化部会長：川上 憲二

東身ア協:神谷 千恵子, 書記：成田 英司

１．報告事項 19:00～19:40予定

【理事長】報告:松村

①スターバッジ担当変更の差し戻し 　 →諸般の事情により一時的に千馬さんに戻す。（新担当を探していく）

→佐藤理事は、競技部へ戻る

早急に新スターバッジ担当者を探す必要がある

②各理事の所持のスポーツ指導員、級の名称を再調査する。（理事会招集メールに、質問を含める）

10月の理事会招集メールにスポーツ指導員、級の名称を再調査する

③公認申請漏れ発生（7/21国体第2回記録会）　→全ア連に報告謝罪済み　→対策： 公認競技は予定表に上げる事

8月の記録会は公認申請済み

【強化部会】報告:川上

①2019年度東京都国体代表選手の決定について

7月7日(日)に実施した国体最終予選の結果により以下の選手が東京都代表選手として決定いたしました。

１．成年の部

　○東京都代表選手（関東地区大会、本大会の出場選手）

男子： 大谷 友我(東洋大） 女子： 鈴木 日和(日体大）

大門 慶悟(学習院大) 矢島 萌音(日体大）

佐藤 博乙(板橋区) 松山 菜々花(国際基督教大)

　○補欠選手（代表選手がケガ等により出場不可となった場合の代替選手）

男子： 遠藤 良祐(世田谷区）　 女子： 木村 美保(日体大)

　　　※代表選手のケガ等で補欠選手が関東地区大会に出場し本大会出場権を得た場合

　　　　本大会にもそのメンバーで参加することとする。

　　　※成年女子の松山選手が国際ジャッジセミナー参加により関東ブロック大会に

　　　　出場できないため補欠の木村選手が繰り上がりで関東ブロック大会に出場となります。

　○育成選手（育成を目的として強化練習、強化試合、合宿等に参加する選手）

　　　※対象となるのは2019年4月1日時点で20歳未満の選手

男子： 小林 司(日体大)　 女子： 高木 陽菜(早稲田大)

２．少年の部

　○東京都代表選手（この中から本大会出場選手を決定する）

男子： 大谷 伊吹(山崎） 女子： 浅岡 知穂(日工大駒場)

隅岡 将輝(日工大駒場) 小林 りこ(聖心女子)

松本 賢志郎(駒場東邦) 芦田 美弥妃(ＩＣＵ)

新家 朝陽(駒場東邦中) 二ノ井 ほのか(松が谷)

高橋 瞬(日工大駒場) 駒場 りよ(第四商業)

福井 涼太(早稲田学院) 森 愛恵(ＩＣＵ)

野村 遥(駒場東邦) 玉置 千紘(国際)

中谷 洋(創価）  德満 涼夏(日体桜華) 

　○国体関東地区大会出場選手（最終予選会成績上位3名）

2019年8月7日



男子： 大谷 伊吹(山崎） 女子： 浅岡 知穂(日工大駒場)

隅岡 将輝(日工大駒場) 小林 りこ(聖心女子)

松本 賢志郎(駒場東邦) 芦田 美弥妃(ＩＣＵ)

　　※正選手がケガ等により出場不可となった場合は最終予選会成績次点の以下の2名を補欠選手とする。

男子： 新家 朝陽(駒場東邦中) 女子： 二ノ井 ほのか(松が谷)

②2019年度東京都国体強化事業について

7月14日に小金井で記録会を実施。午後は講師を招きコミュニケーションアップのためのワークを実施。

7月19日(金）～21日(月・祝）に山梨県忍野村で合宿を実施。団体戦の練習や記録会を実施。

　　雨は降ったものの昨年のような雷はなく十分な練習はできた。

【総務部会】報告：松村

①専門委員追加 →スポーツ保険担当　大嶋さん（専門委員は、全員登録します）

委嘱状　渡し済み。

【審判部会】報告：小杉

①関東学連　１級審判員派遣

・2019年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会本戦　はらっパーク宮代

　8月20日(火)：小杉　21日(水)：牧田

・2019年度関東学生アーチェリーフロンティアカップ　はらっパーク宮代

　9月10日(火)：小杉

大会時　畳の改善が見られたか確認する

【普及育成部会】報告:加藤

①トップアスリート発掘・育成事業（10期生対応事業）

・第5回合同練習　7月15日（月・祝）都立光が丘公園弓道場にて実施参加4名

・第6～8回合同練習　7月23日（火）～25日（木）都立高校合同合宿に参加参加4名

場所： 山梨県忍野村、　引率者：小杉さん、　指導員：真境名さん、斉藤さん

記録会成績（30mW） 参加者15名

グダルジ：516点(全体の3位)、大瀧：495点(7位)、治田：474点(9位)、大濱：428点(10位)

・状況確認面談　8月21日(水)　日本大学文理学部にて　加藤、小杉さんが出席予定

②第12回東京都小学生・中学生アーチェリー大会申込状況

・7月31日 現在5名

【競技部会】報告:近藤(辰)

①申し込み先アドレス統一　　棚上げ

申し込み先アドレス統一は中止する。

②Webサイトの各部会ページ　ID管理の問題から中止（メールで連絡）

Webサイトの各部会ページの掲示板は、投稿後の内容修正や削除が投稿者及び管理者もできないため、棚上げする。

③Webサイトの競技運営安全管理規定と沿革をの修正：　「しゅくみねっと㈱」完了

④2019年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会：　役員出席依頼　済み（8/17まで）

⑤後期競技予定のアウトドアターゲット会場：　11月分まで全て確保完了

12月の東京都室内アーチェリー選手権大会は中止とする。

8月末に修正版を配布予定。

9月16日東京都ターゲットアーチェリー選手権大会の審判動員について、一般への動員を行う。

(東2名,南2名,西1名,北1名)

年度初めに審判資格者全員に各大会への参加可否のアンケートを取る等の対策を検討する。

⑥2019年度東京都フィールド選手権大会：　運営報告　（池澤副理事長）

 ・参加者が33名と少なかったが、参加者ならびに審判研修のために、男女混合でイリミネーションラウンド～

　決勝ラウンドを行ないました。（大会進行は、ほぼ要項通り）

→特設コースの設置も含めて、試合形式は選手には好評だった。

 ・予選終了時、高温多湿のため、熱中症症状をみせた選手が出たが、体力回復を待ち、無事に帰宅した。

 ・要項に、キャンセル規定を設けなかった不備は改善する

⑦今年度の町田インドア会場の予約問い合わせ結果（池澤副理事長）



 ・通常手順での町田市立総合体育館での今年度の開催は不可という結論

⑧8/7 都体協に来年度の都民大会を1日で実施する要望書を正式に提出した。

【東身ア協】

特になし

【関東学連】

①特になし

２．協議事項 19:40～20:30予定

【理事長】

①夢の島会議出席（8/17 鈴木・松村） 資料①

夢の島の担当者は小杉さん、池澤さん、鈴木さん（オブザーバ）となっている。

8/17　小杉さん、鈴木さん、松村さん（池澤さんの代理）で出席する。

②関東連盟代表者会議（関東ブロック大会初日 8/24）出席（松村）

関東地区審判長について、連絡が取れない等の問題が多く見られる。2月に関東地区の会議で交代を要望する。

③関東ブロック大会(8/25)　視察・応援（松村）

④２級審判員受講料無料化　→将来的な１級審判員候補の育成目的

2級、1級審判員を増やす対策について、審判部会から案を出してもらい継続審議する。

⑤８月の競技で、熱中症の選手２名発生　→2020年度より、７月・８月試合の夏季対策＋２立上限とする

来月までに各自対策を検討しておく、来年前期までに決定する。継続審議する。

＜高温時の大会運営の基準（35度超えの状況の対策、熱中症の選手が生じた場合の対応）＞

＜審判に対しての対策　人数(10名)を増やしローテーションする。＞

＜夏季の大会実施の是非、夏季の強化方法＞

学連への要望：

　「大会のみの着用では違和感を持つと思うので、普段の練習時から帽子を被って練習をするように指導すべきだ。」

⑥競技運営安全管理規程付則の緊急マニュアルの整備　→理事長への連絡で統一（携帯番号、メアドを共有）

⑦小中学生大会用に、光が丘装備のテント６張の購入　→予算５万円（通常競技の熱中症対策としても活用）

テント６張を購入し、光が丘で保管することとした。

⑧年間スケジュール（8/4現在）　→収支勘定を入れた（一般非公開） 資料②

⑨無料参加券の処理方法　→前払い促進費として、発効時に全額損金計上する 資料②

⑩名刺の件：　松村がエーワンの用紙で印刷する　（祝迫さん、加藤さん、飯泉さんの分は印刷済み）

名刺は、近藤副会長に依頼する。

⑪熱中症対策の追加：主催者側の備えとして、クーラーボックス、氷、氷嚢、ヒエピタ、常温の電解質の購入

9月までの大会についてはOS1、ヒエピタ、氷、クーラーボックスを常備する。

⑫岡宮裕医師の役割追加について：名誉役員、或いは嘱託医として処遇することを提案

医療上のアドバイスを得る上で重要。顧問になっていただく。無償での契約を進める。

【強化部会】

特になし

【総務部会】

①理事会予定表 資料③

資料③のスケジュールで問題ないことを確認した。飯泉さんに申請していただく。

②赤ジャッジコート・スタッフコート

専門員　4名の送付先について、松村さんから飯泉さんに連絡する。

冬季までに送付対応する。



【審判部会】

①2019年度第1回審判員フォローアップ講習会（添付資料）

9月22日(日)　光が丘にて実施予定（東京都小学生・中学生アーチェリー大会と同時開催） 資料④

※開催の有無は、普及育成次第

審判員フォローアップ講習会を9月22日(日)東京都小学生・中学生アーチェリー大会と同時開催することとした。

資料④の修正点

・定員：　先着5名→先着10名

・前文：「審判員資格を取得されている方」→「審判員資格取得者」、

「審判員をやったことがない方」→「審判員を従事されたことがない方」

・締め切り：　9月15日→9月1日

【普及育成部会】

①第12回東京都小学生・中学生アーチェリー大会役員、審判員について

・大会会長もしくは副会長：松村 晃志さん

・総務：加藤 和男 （普及育成部）

・競技委員長：近藤 均さん

・審判長：堀 浩一郎さん （普及育成部）

・DOS：小野寺 長久さん

・記録長：１名 松村 晃志さん

・審判員：８名（内２名は浅見さん、小野寺吉尊さん　普及育成部）

・記録員：伊良波さん（普及育成部）

　※審判員６名不足 審判部会から動員（8/17までに連絡）

（審判部会長小杉さんより提案、小中学生大会での審判員フォローアップ講習会実施）

②トップアスリート発掘・育成事業（11期生対応事業）指導員について

・第１回体験プログラム　 9月23日（月・祝）江戸川区総合体育館アーチェリー場

・第２回体験プログラム　10月13日（日）　　江戸川区総合体育館アーチェリー場

※昨年、指導員各回18名

真境名さんから日体大生の動員の提案があるため、日体大からの動員数を確認する。

江戸川区ア協から2～3名が必要。

松村さん検定員として参加する。小野寺さんのスケジュールを確認する。

【競技部会】

①WEBサイト改良（再度、しゅくみねっとに依頼）：予算残50万円（維持費についても考慮する）

→以下の文書収蔵場所の作成希望

サイトの改良については近藤（辰）さんに一任する。

＜競技部として＞

●選手向け基準・既定のページ

・小金井弓道場、光ヶ丘公園弓道場の認定基準

・公認大会の参加資格

・その他

→総務部会ページに収蔵してあるPDFの書類は、閲覧必要ですか？

・これらは過去からの、規約・各規程になります。

＜松村追加提案＞

●役員向け規程のページ（要ログイン）

●総務用の過去規程、規約の収蔵ページ（要ログイン）

一般向けと役員向けを分ける。

②2019年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会準備について

・賞状メダルは昨年同様 賞状1～8位（昨年と同様にする）

・商品の大会参加無料券　　配布内容案

発行枚数：　優勝３枚、２位２枚、３位１枚

利用期限：　2020年9月30日まで

利用大会：　都ア協主催アウトドアターゲット競技

譲渡制限：　記名、本人のみ使用可能



・進行表（プログラムは、25日の締切日以降作成予定）

バリアの作成方法について検討する。

＜備忘録＞

①町田インドア2020

②葛飾インドア2020

【東身ア協】

特になし

【関東学連】

①特になし


