
2019 年 11 月常務理事会議事録 
日  時 2019 年 11 月 6 日 
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、 欠席：小野寺 
 
出席者(敬称略)：18 名 

ゲスト：大倉 有子、須藤 久也 
会計：中田 光俊、 顧問:鈴木 清治、副会長：近藤 均、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、 
関東学連：須藤 陸、篠原 孟、巽 遼太郎、書記：成田 英司 

 
１．報告事項 19:00～19:40 予定 
【ゲスト】 大倉有子さま、須藤 久也さま 

（公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 

①2020 東京オリンピックの時のアーチェリーの体験コーナーについて 
現状報告をいただいた。 
今年の 7 月にプレイベントを実施した際に体験コーナーを行った。体験コーナーはワールドアーチェリー国
際連盟より高評価が得られオリパラの際にも開催してほししい旨の要望が出ている。 
しかしながらオリパラでの体験コーナーの実施や内容は、スポンサーの要望を確認したうえで決定されるた
め、現状ではどのようになるか定かでない。スポンサーは 11 月末から 12 月初めに決定される。 
スポンサー確定後、実施内容の方針が決まった際は、改めて東ア協に対し説明の機会を設け協力を要請した
い。 
 

【理事長】  
①2020 年度予定  

・高体連と、関東学連の予定を下さい→ 都ア協の年間計画の欄外に組み込む 
確定前でも構わないので予定を提出してください。 
 

②2021 年度予定： 夢の島公園アーチェリー場の運用開始をする件  
・都ア協、関東学連の 2021 年(令和 3 年)6 月 6 日がバッテイング中    資料①  
・高体連の希望をください。 
 

③各部会の今年度・来年度の活動方針をご報告下さい。  
・部会の取り組み事項（箇条書きで） 
・新理事、新専門委員への部会方針の周知の方法 
 

④バッジ担当  
・手順の整理の為に、松村が一度引き取ります。 



バッジ担当は千馬さんから佐藤龍男さんに引き継がれたが、体調上の理由で千馬さんに戻されている。 
千馬さんから引き継ぐ前に手順を整理する。 
共有の口座、メールを開設する。 
口座：「都ア協バッジ担当」等の名称でみずほ銀行に口座を開設する。（飯泉さん） 
メール：G メール開設する。（松村さん） 
最終的にはホームページから申し込める体制にすることが望ましい。 
 

⑤都ア協（年間スケジュール、収支明細）       資料②  
資料③  

 
【事務局長】 

 ①東京ゆかり選手向けアンケート調査について  
・オリパラより依頼有り。強化部会、普及育成部会の協力を得て、該当選手にアンケートを送付する 
東京都オリパラ対象者 50 名に対してメールで対応する。 

 
【審判部会】 

①関東高校選抜大会 視察(11 月 16 日～17 日 夢の島アーチェリー場)     
審判部会の理事・専門委員に動員をかけている 

 16 日 Ianseo 視察のみ 
17 日 Ianseo 視察・審判派遣：4 名ないし 5 名 
審判謝金について：高体連からの謝金が 5000 円に満たない場合、差額を都ア協で補う。 
審判派遣については東京高体連から正式に依頼されるべき案件。 
 

②得点集計システム Ianseo(イアンセオ)導入実験  
11 月 23 日(土)・24 日(日)に行われる江戸川インドアオープンにて、Ianseo の導入実験を行いたい。 都
ア協より何名か江戸川インドアに派遣し、全ア連国際部の小澤さんにシステムの手ほどきを していただ
きながら実際に Ianseo を動かしてみる。 
都ア協から 謝金 3 名分（松村さん、堀さん、池澤さん）支払う。機材は高体連から貸し出しを受ける。 

 
【競技部会】 

 ①学連インドア大会（12 月 19・20 日とインドアオープン 2020（2 月 15 日）  
 →機材の搬送は、保谷運送に依頼し、畳の納入と搬送は、広川商店に依頼した。 
台風の影響で従来の畳の生産工場から納入できない。新たな生産工場を探すが 1 枚につき 500 円程度割高
になる予定（従来は 3800 円）。 
畳は学連インドア大会とインドアオープンで使用する。広川商店へ往復の搬送代と保管代が必要となる（費
用未定）。 
 

【強化部会】 
 ①秋季強化合宿(競技力向上 ジュニア特別強化事業）の参加者決定について 

 2019 年 11 月 3 日（日）～4 日（月）に栃木県立烏山高等学校にて実施するジュニア特別強化合宿の参



加者が決定。 （70M36 射の記録上位２回の申請点により選考） 
  【男子 6 名】     【女子 6 名】 

新家 朝陽 駒場東邦中学校   小林 りこ 聖心女子学院高等科  
長谷川 拓未 東京都立小川高校   増田 知穂 日本工業大学駒場高校  
嶽間澤 拓輝 駒場東邦高校   芦田 美弥妃 国際基督教高校 
大串 要祐 東京都立松が谷高校   森 愛恵 国際基督教高校  
田中 陽都 駒場東邦中学校   駒場 りよ 東京都立第四商業高校  
鈴木 大賀 国際基督教高校   長谷川 美咲 東京都立第四商業高校 

 
 
【総務部会】  

特になし 
 
【普及育成部会】  

①トップアスリート発掘・育成事業（10 期生対応事業）  
・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  
各自の矢尺およびポンド数を測定し、矢を作成した。1 名には提供済、他の 3 名には各自の練習場所等で
提供できるように手配した。 
・第 17 回合同練習 11 月 3 日（日）都立光が丘公園弓道場にて実施  
・第 18 回合同練習 11 月 17 日（日）都立光が丘公園弓道場にて実施予定であったが貸切の為、他日程へ
の変更が難しく中止とした。 
・東ブロックインドア大会（12 月 15 日（日）、江戸川区総合体育館）に出場予定 
 

②トップアスリート発掘・育成事業（競技別フォロープログラム） 
・ 第 38 回関東高等学校アーチェリー大会（11 月 16～17 日）に、8 期生 小林りこ が出場  →真境名
さんに、帯同コーチを依頼。東京都体育協会に、事業経費申請済。 
真境名さん分が都体協から 24,968 円振り込まれている。 
 

③トップアスリート発掘・育成事業（11 期生対応事業）  
・第 2 回体験プログラム  
1 0 月 13 日（日）が、台風 19 号の影響で、12 月 1 日に延期 12 月 1 日（日） 9：00～12：30 に実施予
定。 参加者 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 21
名： 男性 9 名、女性 12 名 
 

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者表彰受賞者についての受賞者内容兼出欠確認書の締め切りが 
11 月 5 日であった為、至急対応した。 
受賞対象者は青梅市：柳田一江さん、新宿区：山田達雄さん 
 
 

【東身ア協】  



特になし 
 
【関東学連】  

特になし 
 
２．協議事項 19:40～20:30 予定 
 
【理事長】  

①夢の島公園アーチェリー場の利用承認の件 
a. 区市ア協開催（都ア協主催の公認競技）→ 17 ヶ月前からの予約  
b. 区市ア協開催の未公認競技 → 11 ヶ月前からの予約  
c. 一般団体開催の未公認競技 → 2020 年、2021 年度は見送り  
※いずれの利用に関しても、これから作成する安全管理マニュアルに従っての利用を義務付ける。   

全ア連と内容はすり合わせする。   
（例：築山後ろのラインに警備を最低 3 名配置） 
江東区の NPO 法人に対しては、「c. 一般団体開催の未公認競技」とする。 
 

②岡宮先生のバナーをＨＰ入れる件 
→「リンク」のページ、「その他の関連団体」に、全ア連の次に列記してはいかがでしょうか？ 
都ア協顧問医と記載し、岡宮先生の「リンク」のページ、「その他の関連団体」に、全ア連の次に 
（「顧問医」と添えて）列記することとした。 
 
都ア協ホームページの改修時に江戸川ホームページの変更についても対応する。 
 

③花のやまフィールド競技の学割について →フィールド競技者の若者の流入が少なく、東京最後のフィー
ルド場を守る意味でも、来年度から、学割を設定したい。 

 現状 学割 
参加費 4,000 3,000 
射場費 2,600 2,100 
粗利益 1,400 900 

※射場費については、500円の割引を花のやまから頂ける予定。 

学割：大学生以下とする。学割を 2020 年度から導入することとした。 
 

＜備忘録：次回以降＞  
・競技運営安全管理規程付則の緊急マニュアルの整備   
・関東ア連返答 

 
【審判部会】 

 特になし 
 



【競技部会】  
①直轄大会の審判員動員について  
＜現在＞大会役員と審判員は、執行役員及び理事に出席を依頼し、不足の審判員は各ブロックから動員 
＜今後＞大会役員は、執行役員及び理事に出席を依頼し、審判員は審判部会と各ブロックから動員とする。 
2020 年 2 月のインドアオープンから実施する。 
 
②2020 年度南ブロックインドア大会開催について  
町田市総合体育館に 2020 年度優先予約入れている。（2021 年 1 月の土曜日 1 日開催） 1 月の金曜日夜間
と土曜日の利用ができそうなので、会場の確保ができた場合、南ブロックインドア大会として 都ア協主催、
南ブロック主管として行いたい。 
 →町田インドア（南ブロック主管）としてはいかがでしょうか？（松村） 
2020 年度の南ブロックインドア大会を開催すべく進めることとした。 
運営は南ブロックで行う、収益は都ア協（南ブロックで収益を引き受けられないため）とする。  
機材の運搬の手配は都ア協が行う。 
 

【強化部会】 
 特になし 

 
【総務部会】  

特になし 
 
【普及育成部会】 

 特になし 
 

【関東学連】 
関東学連の担当交代の挨拶があり、新担当は巽 遼太郎さん（東京大学 3 年）となった。 
 
その他 
東ブロックインドア大会は、既に定員に達した。定員に達した旨を都ア協のホームページに掲載する。 
小杉さんから掲載内容を事務局長に連絡する。 



都ア協年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

全ア連 総会
理事会 6/12 7/10 8/7 9/11 10/9 11/6 12/4 1/4 2/5 3/4 4/1 5/13 5/27

常務理事会 理事会 理事会 理事会 常務理事会 常務理事会 理事会 常務理事会 常務理事会 理事会 常務理事会 常務理事会 常務理事会 理事会 ●総会
備考 （総会資料作成） 総会 (専門委員承認) ※国体日程注意 ※安全月間 （新年会） （会計締切） （総会資料作成）

総務 全ア連登録 〇 〇 〇 〇
都ア協登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
書記業務
会議資料作成
会議室予約 次年度日程計画
試合保険 保険清算
スターバッジ バッジ申請
スタッフコート 配布・補充
会計
事務局

強化　 競技 関東ブロック大会 結団式（都） 国体(10/4～6)
練習会・合宿 忍野合宿 光が丘合宿・点取り合宿
要綱・動員 国体予選 国体最終予選

普及育成 TA10期生 練習 ④光が丘：中止 ⑤光が丘 ⑨⑩光が丘 ⑪⑫⑭光が丘 ⑮光が丘 ⑰ ⑱光が丘
⑥⑦⑧忍野 ⑬小中学生大会 ⑯四商 ●江戸川インドア

TA11期生 体験P ①江戸川  ②江戸川 ②江戸川

TAフォローアップ 小林りこ

要綱・動員 小中学生大会

競技会公認申請 年間競技予定確定 公認申請入力 費用支払い
会場予約 駒沢インドア 2020年分回答待ち 2021/2/6～7

葛飾インドア 2020年分申請済み 2020/12/18～20
町田ンドア 2020年分申請済み

直轄競技 要綱・動員 50m.30m.18m大会 フィールド選手権 ターゲット選手権 インドアオープン

ブロック競技 要綱 TST大会 マスターズ大会 第２回CP/5030 東ブロックインドア

都民大会 要綱・動員 都民体育大会 開催日程短縮の 常務役員会（都体協） 都民体育大会
要望書提出

審判派遣 学連 フィールド：牧田 ターゲット個戦：小杉、牧田フロンティア：牧田 高柳杯：堀 インドア：1名
東身ア協
高体連 関東高校選抜：4名
関東ア連 関東ターゲット：無 関東Ｆ：牧田 総会
国体 関東ブロック大会：無 国体：野尻＋小杉
全ア連 全日F 全日社会人T 全日小中学生 ISPS HANDA CUP 全日社会人F 全国指導員・審判員 全日インドア 全日F

小杉 小杉、牧内、牧田、 全日T ルール講習会@鹿児島
武井 インカレフィールド Nチーム選考会

審判講習 新規 新規講習
審判向け フォローアップ
選手向け 選手向け講習会
その他

イアンセオ準備 四商：見学 関東高校選抜：見学
導入実験① 導入実験②
　江戸川インドア 　東ブロックインドア
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