
2019 年 10 月理事会議案  

日  時 10 月９日 

場  所 渋谷区スポーツセンター 第 1+2 会議室  

議  案 報告事項・協議事項  

注  記 議長：松村、書記：成田  欠席： 近藤(均)、小杉、神谷、菊池、折原   

出席者（敬称略）：計 32 名 

【理事長】松村＜世田谷＞ 【副理事長】池澤＜町田＞ ・小野寺(長)＜高体連＞ 

【事務局長】祝迫＜小平＞  【会計】中田＜千代田＞ 【顧問】鈴木＜世田谷＞ 

【東】堀＜千代田＞ ・石渡＜中央＞ ・植木＜港＞ ・小林(保)＜台東＞ ・伊良波＜墨田＞ ・加藤＜江東＞ ・ 

成田＜葛飾＞  

【西】浅見＜八王子＞ ・大西＜三鷹＞ ・澤口＜青梅＞ ・中西＜小金井＞・古橋＜日野＞ ・斉藤＜西東京＞  

【南】磯＜目黒＞ ・佐藤＜大田＞ ・飯泉＜渋谷＞ ・牧田＜多摩＞ 

【北】近藤(辰)＜新宿＞ ・大川＜杉並＞ ・小野寺(吉)＜豊島＞ ・山本＜北＞・小林(幹)＜板橋＞・川上＜練馬＞ 

【高体連】石川 【関東学連】篠原 ・須藤  

 

1.報告事項 19:00～19:40  
 

【理事長】 松村 

①安全月間について（11 月）       資料①(p.4-5) 

・「安全の日・安全宣言」の各加盟団体での周知のお願い 

各区市協会で対応できない案件については、都ア協に相談してください。 

②全ア連等からのメール配信について  

・取捨選択することなく配信しています。 また、HP にも同時に掲載する様にしています。   

→近い将来的に、HP 掲載のみにしたいと考えています。（来期から実施していく予定） 

③理事会レジメについて ・議事を確認して頂きたいので、今回より事前配信をしております。 

理事会資料の印刷物については常務理事会で検証し最終的には無くす予定。 

 

追加資料：「都ア協年間スケジュール・都ア協事業収支明細」について説明。 

 

【事務局長】祝迫 

①2019 年度ブロック別指導者講習会（北海道ブロック札幌大会）   資料②(p.6-8) 

11 月 23 日～24 日 ・2 名まで、補助金 1 万円が出ます 

 →理事優先で参加希望者を募集します 

 10/17(24 時)を都ア協事務局の締め切りとする。 

人数制限は無い。２名を超えた場合は、2 名分の補助金を参加者で均等に支給することとする。 

②全国事務局長会議 11 月 30 日（土） オリンピックスクエア    資料③(p.9) 

・祝迫事務局長参加 全ア連への質問がある場合は 10 月 30 日までに事務局へ提出ください。 

③2019 年ミズノメントール賞「地域スポーツ指導者」候補者推薦 10 月 21 日締切 資料④(p.10-14) 

・都ア協から小野寺長久さんを推薦する。 

④都体協表彰 「生涯スポーツ功労者・生涯スポーツ優良団体」  1 月 10 日締切 資料⑤(p.15-17) 

 12 月の常務理事会で選考する。事務局に 11 月 20 日までに提出してください。 



【審判部会】 牧田 

①審判員フォローアップ講習会(9 月 22 日 光ヶ丘にて開催)  

3 名参加 講師：小杉、山本 

②全国指導員・審判員ルール研修会 11 月 9 日(土)～10 日(日) 鹿児島県鹿児島市  

都ア協代表審判員として小杉が参加予定 

追加 

① 関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会（駒沢）12/19,20 小杉さんを派遣 

前日の設営立ち合い 鈴木さん 

② １級審判員を目指す方へ特別講習会  

希望者（2 名予定）に対し個別に祝迫さんが指導するかたちで実施する。 

 

【競技部会】近藤(辰) 

①2019 年度東京都ターゲット選手権大会 9 月 16 日（祝月）開催 50 名参加 

・当日は朝からの雨で設営に時間かかり大幅に遅れて開始しました。  

・勝ラウンドのゴールドマッチは、時間の関係で交互射を一斉射ちに変更して行いました。  

→次年度への課題を多く残した大会でした。 

参加者が５１名以上の場合、予選が 2 立ちとなってしまう。来期は定員 50 名で実施予定。 

50 名を超える場合足切りを行う。 

② 2020 年度の室内アーチェリー選手権大会 12 月 19 日・20 日 （18 日設営） 

・葛飾区奥戸スポーツセンター体育館にて決定・・・葛飾区ア協の森井さんより連有り 

③ 東京インドアオープン２０２１年 2 月 6 日・7 日  

・駒沢屋内球技場 優先受付確定 (5 日夜設営) 

資料⑦ 2020 年度の競技予定参照 

 

④夢の島公園アーチェリー場の利用について、東京都スポーツ施設利用登録完了 

 

【強化部会】 川上 

①第 3 回 ISPS HANDA CUP 結果  

TEAM 東京 成年男子 予選 20 位：1832 点（大門 645 点、大谷 611 点、佐藤 576 点※）決勝：9 位  

TEAM 東京 少年男子 予選 26 位：1688 点（大谷 588 点、隅岡 552 点、松本 548 点） 決勝：17 位  

TEAM 東京 成年女子 予選 8 位：1821 点（鈴木 637 点、矢島 601 点、木村 583 点） 決勝：9 位  

TEAM 東京 少年女子 予選 16 位：1582 点（浅岡 543 点、小林 525 点、芦田 514 点） 決勝：9 位   

※看的者が得点をスコアシートに記入するのを忘れ、佐藤も確認を怠り 1 エンド分マイナス。 

 

②秋季強化合宿(競技力向上 ジュニア特別強化事業）について  

例年秋に実施していた佐賀への遠征ですが今年度も日程が合わず 3 月に実施することに。 発信済み 

 代わりに 11 月 3 日～4 日で栃木（茨城・東京・栃木で練習会）へ遠征に。参加希望者募集している。(高校生

6 名中学生 6 名)  

3 月の西日本交流練習会（湯布院）参加予定 

④ 第 73 回国民体育大会について        資料⑥●(p.18) 

 

 



【総務部会】 飯泉 

①新任理事・専門委員へのスタッフコート・ジャッジコート配布完了 （9/29） 

 

【普及育成部会】 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 12 回合同練習 9 月 15 日（日） 東京スポーツ文化館  

・第 13 回 9 月 22 日（日）第 12 回東京都小学生・中学生アーチェリー大会に参加  

中学生女子 30ｍＷの部 グダルジ 582 点(295/287)1 位 治田 573 点（277/296）2 位  

  大瀧 543 点（283/260）5 位 大濱 490 点（268/222）8 位  

・第 14 回合同練習 9 月 29 日（日） 都立光が丘公園弓道場  

・第 15 回合同練習 10 月 5 日（土） 都立光が丘公園弓道場 

・第 16 回合同練習 10 月 14 日（日） 都立第四商業高校アーチェリー場にて実施予定 

 

②第 12 回東京都小学生・中学生アーチェリー大会 光が丘公園  

・97 名参加 ・都民大会方式（２的紙/的）AB→CD→EF 矢取りの３立で予定通り無事に開催。 

 

⑤ トップアスリート発掘・育成事業（11 期生対応事業）  

・第 1 回体験プログラム  9 月 23 日（月・祝）実施   

体験として従来はアパッチ方式で大なっていたが、より競技性の高いメディタリアン方式で初めから指導してい

る。）参加者（計 35 名：男子 22 名（欠席 1 名）、女子 17 名（欠席 3 名）) 

指導員（計 20 名：男性 11 名、女性 9 名） 

・第 2 回体験プログラム 10 月 13 日（日）実施予定 (試合に強い選手を発掘するため、マッチ選形式を実施予

定)。 台風の影響がある場合、時間を変更する。 10/13 にできない場合 12/1 に延期する。 

参加者（計 36 名：男子 19 名（1 回目不参加 3 名）、女子 17 名（1 回目不参加 6 名） 

指導員（計 21 名：男性 9 名、女性 12 名） 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

【関東学連】篠原 

①2019 年度関東学生アーチェリーフロンティアカップ 9 月 10 日（火）開催  

・都ア協派１級審判員 小杉理加様のおかげで無事試合運営を行えた  

・試合後の射場使用でヒヤリハット事案が発生いたしました。    資料⑥(p.19-20) 

ご迷惑とご心配をおかけし申し訳ございません。        

 

2. 協議事項 19:45～20:30  
【理事長】  

①夢の島公園アーチェリー場の運用開始をする件  

2021 年 3 月に 1 回目の使用を行う方向で検討する 

③ 都ア協の競技予定に、高体連、関東学連の予定を加える件 

 2020 年度から競技予定に高体連、関東学連のスケジュールを反映する。 

 高体連 2 月、関東学連は 12 月にスケジュールが決定予定。 



【審判部会】 

 特になし 

 

【競技部会】 近藤(辰) 

①2020 年度競技予定案について        資料⑦ (p.21) 

・年間計画を暫定的に作成しました。  

・夢の島アーチェリー場での大会予定は、記載してありません。  

・70ｍ50ｍラウンド大会の参加資格の変更（参加資格は、全ア連登録者のみとし、都ア協のみの登録では参加で

きない）により、50ｍ30ｍ大会（都ア協のみの登録で参加可能）を増やすか。（年 3 回有り） 

 →12 月の常務理事会までに精査し、１月に理事会にて承認を得て配信予定 

各区市において大会参加資格の変更がある旨の伝達および都ア協のみの登録で参加できる 50ｍ30ｍ大会の数

について適当か否かの確認をお願いします。 

②夢の島公園アーチェリー場の利用について  

・2020 年度に大会を行う場合は、  

日程と大会内容を決め、競技予定案に記載し射場の利用希望申請書と事業計画書を作成し提出する。  

それに合わせて担当や役員の招集について検討。  

利用には、利用希望申請書と競技会毎に事業計画書の提出が必要。  

優先受付の申込期間：使用月の 17 月前から、13 月前の末日まで 

2021 年 4 月の使用には、2019 年 11 月に申請できる。  

利用料金：1 時間 5110 円（5 割減免）、倉庫：1 日 1 ㎡ 17 円、タイマー1 式：1 日 500 円 

夢の島公園での大会担当役員をどうするか大会数をどうするか決める必要がある。 

2m ピッチで 60 的の設置が可能で、この場合、役員数は 20 人以上必要となり現行のブロック制では対応でき

ないと考えられる。 

都ア協限定の募集では使いきれないため他県からの参加者も受け入れることを検討する。 

どのような体制が良いか各区市からの意見を募集します。 

審判員は、理事だけでなく一般の審判員資格者からも募集し経験を積ませていく。 

③夏季期間について  

・2020 年度の夏季期間の大会は、7 月 12 日（駒沢）と 9 月 6 日（小金井）、   

9 月 6 日は、2 立とし定員超過は抽選とする。学連との協議し、予定案にその旨を記載   

7 月、8 月の小金井、光が丘での大会の開催はしない。 

（7 月、8 月 の大会数に関しての要望がある場合、各区市から意見として提出してください。） 

・9 月も夏季熱中症対策を必要とする。 

・夏季の対策として 7 月、8 月の大会は 2 立ち限度とする（応募者多数の場合、抽選とする）。 

・3 月にフィールドの試合を追加する。 

・フィールド：7 月・8 月で大会 1 試合とする（フィールド選手権大会を開催）。フィールド大会は年間 8 試合

とする 

 

2020 年度予定について 近藤競技部会長に 11 月末までに要望提出。12 月の常務理事会で検討する。 

 

来年の予定表：8 月に TST 大会を入れていない。普及育成の主導で実施することを検討する。 

【強化部会】  

特になし 



【総務部会】飯泉  

①スタッフ用のポロシャツの設定  

・夏はコートは暑すぎるので 

夏季のスタッフ服装：黄色の帽子、白いポロシャツ、下 紺か黒 

【普及育成部会】  

特になし 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

【関東学連】  

①2020 年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会への一級審判員派遣の依頼  資料⑧(p.22) 

小杉さんを派遣する。 

②高柳杯兼 SHIBUYA アカデミックカップ募集要項の都ア協加盟団体への配布のお願い  資料⑨()(p.23-30) 

関東学連は、大会の特徴をよりアピールすべく実施要項を修正し提出する。事務局から各区市に配信する。 

 

池澤さんからの提案 

・来年競技予定 全ア連でマスターズ記録およびが公認されるので キャデットの時にマスターの 60ｍラウン

ドを設けることを検討したい。 

・ベアボウ ターゲットも公認されるため、ベアボウ 50m(122 ㎝的)を検討したい。 

上記 2 種目を設けた場合の需要があるかを確認したいので、競技部 部会長あてに連絡ください。 



全日ア連普及第 19-009号 

２０１９年１０月 ２日 

 

 

加盟団体 各位 

 

 

（公社）全日本アーチェリー連盟 

会長職務行理者 上月 良祐 

(公印省略) 

 

 

安全月間の制定と安全運動実施協力について 

 

 

平素は本連盟の諸事業に対して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、「アーチェリーをより安全に楽しみ、不幸な出来事を未然に防ぐ」こと

を目指して、毎年１１月を安全月間に制定しております。 

そこで加盟団体におきましても、別紙の「安全の日・安全宣言」を試合・諸会

議・クラブ活動等の開始前に安全講習会などを行い周知していただき、「安全に

対する認識の向上と実践」を図っていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料①



（別紙） 

安 全 の 日 

―――安全への誓いと事故を風化させないために――― 

2009 年 アーチェリー練習中の事故で、生徒お一人の尊い命が失われる痛まし

い事故が発生してしまいました。毎年「ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ」の初日を

安全の日、１１月を安全月間とし、安全への誓いと事故を風化させないためのメ

モリアルな日と位置づけ、いつまでも忘れることなく安全に対する再認識の機

会としました。 

安全に安心して活動に取り組み、生涯にわたり自ら進んでアーチェリーに親し

み健康で活力ある生活を送ることができるよう（公社）全日本アーチェリー連

盟で定めている、安全についての内容を確認してください。 

 

安 全 宣 言 

1．私たちは、たとえ矢をｾｯﾄしていなくても、決して弓を人に向けません。 

これがアーチェリー最大のマナー常識です。 

2．私たちは、アーチェリーに真剣に取り組みます。 

3．私たちは、ルールを守ります。 

4．私たちは、アーチェリーを自己責任のスポーツであることを理解します。 

5．私たちは、事故撲滅のため、「安全マナー」「事故防止に向けて」などの基

本を守って事故ゼロを宣言します。 

6．私たちは、指導者・管理者の注意を守ります。 

7．指導者は、先ず安全教育から始めます。 

8．指導者は、技術と共に、心豊かな人材育成を心がけます。 

9．私たちは、相手を誠実に思いやり、尊敬し、真剣に競技して、良いアスリ

ート・心豊かな人になることを宣言します。 

（公社）全日本アーチェリー連盟 



資料②







資料③
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資料⑤









２０１９年１０月６日 

 

各区市アーチェリー協会・連盟 御中 

東京都アーチェリー協会 

強化部会 

 

いきいき茨城ゆめ国体２０１９の結果について 

  

2019 年 10 月 4日(金)～6 日(日)に茨城県つくば市で開催された「いきいき茨城ゆめ国体」の

結果について以下の通りご報告いたします。ご支援、ご声援ありがとうございました。 

 

１．少年女子 最終順位：８位入賞 

・予選 ８位通過 1613点（小林：556、芦田：532、浅岡：525） 

・決勝１回戦 東京 ×０ － ６〇 長崎(予選１位） 

 

２．成年男子 最終順位：１８位 

・予選 １８位で通過ならず 1787点（佐藤：607、大谷：595、大門：585） 

 

３．総合成績 

  天皇杯 ２１位 

皇后杯 １４位 

   

以 上 

資料⑥●



年 月 日

全日本学生アーチェリー連盟 委員長 堀川 洸様

報告書 

関東学生アーチェリー連盟

第 代連盟委員長 篠原 孟

この度、本連盟が主催するフロンティアカップ個人戦終了後の役員練習会にて発生したヒ

ヤリハット事案について、下記の通りにご報告致します。

報告日…… 年 月 日（木）

発生日…… 年 月 日（火）

場所………はらっパーク宮代 埼玉県南埼玉郡宮代町字金原２９５

事案の内容…通行人除けの三角コーン及びコーンバーを設置しなかったことにより、標的

後方を通行人が通過した。

怪我人……なし

【状況】

月 日

時 分ごろ フロンティアカップ個人戦決勝終了

時 分ごろ 撤去とレイアウト変更開始

時 分ごろ 撤去完了。翌日の団体戦に選手として出場予定の役員数名から団体戦の

練習をしたいと要望があった。しかし、篠原は脚後方の通路に通行止めのコーンが設置され

ていないことを認識しておらず、そのまま許可。行射開始。

時 分ごろ 施設管理の千葉氏は通行止めが無いことから、閉園作業のため自転車で

脚後方の通路を通行。通行しようとする千葉氏を視認したため行射を中断したが、千葉氏が

安全域 行射地点から ほど離れた地点 に到達したと判断した役員が行射を再開したこ

とで、千葉氏は自らの通行中に行射を行っていたことを認識。千葉氏から即刻の撤収および

今後関東学連の使用を禁止することも考える旨と 日に埼玉県アーチェリー協会の磯理事

長を交えた話し合いを行う旨を通達される。

月 日

千葉氏、磯埼玉県アーチェリー協会理事長と話し合いを実施。関東学連からの出席者は委員

長篠原、競技委員長中村、財務委員長玉澤、管理財務委員長黒田の 名。

話し合いの結果、安全管理体制等の条件を今後遵守することで来年度以降の利用を認めて
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いただけることとなった。

【原因】

・安全管理責任がある篠原を筆頭とする幹部の注意力が著しく欠けていた。

・閉園時間 時 分 が近づいている中で、練習を強行したことで、本来守るべき安全管

理を軽視してしまっていた。

【対策】

月 日の話し合いで今後の利用について関東学連が遵守義務を負う内容及び今後の事故、

ヒヤリハット事案対策は以下の通りです。

・安全管理および施設利用方法に関しての書面での引継ぎを行うこと。

・可能な限り、大会で利用する 週間前などに施設側と打ち合わせを行うこと。

・埼玉県、宮代町の主催試合を見学すること。

・施設利用マナーを守ること。

・本件事案が起こったことを関東学生アーチェリー連盟委員長の申し送り事項として記録

しておくこと。

以上



2019年10月9日 

東京都アーチェリー協会 
理事長　松村　晃志様 

関東学生アーチェリー連盟 
連盟委員長　篠原　孟 

東京都アーチェリー協会一級審判員派遣のお願い 

日ごろより関東学生アーチェリー連盟の活動に関し、毎度多大なご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。 

当連盟では、2020年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会を2019年12月19日
（木）、20日（金）に開催の計画をしております。 

しかし、当連盟には一級審判員がおりません。毎回のお願いで申し訳ございませんが、
本大会の開催の為、東京都アーチェリー協会様より、一級審判員を1名派遣していただきた
くお願い申し上げます。 

御協会には大変なご迷惑をおかけ致しますが、事情ご賢察のうえ、よろしくお取り計ら
い下さいます様、お願い申し上げます。 

大会名　：2020年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会 
日程　　：2019年12月19日(木)、20日(金) 
場所　　：東京都　駒澤オリンピック公園　屋内球戯場 
依頼事項：一級審判員　1名の派遣 

以上

資料⑧


