
2019 年 12 月理事会議案 

日  時： 2019 年 12 月 4 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  
出席者(敬称略)：1４名 

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、副理事長：小野寺 長久、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、関東学連：、三井 駿典、篠原 孟  
書記：成田 英司 

 
１．報告事項 19:00～20:15  
【理事長】 
①2021 年度 夢の島公園アーチェリー場の運用予定（高体連分が未回答）  
・枠取りのためですので概算日程で結構です。高体連の希望をお知らせください。 
高体連を除くスケジュールは既に夢の島公園アーチェリー場に報告済み。 
・安全マニュアルは日比谷アメニスで作成を進める予定。 
・東京都のアーチェリー以外の貸し出しについて、アーチェリー場であるためフィールドにロスト矢

や釘等が残されている可能性があることを注意喚起している。 
  
②関東連盟定時総会（令和 2 年 2 月 11 日開催）に向けて、検討事項の確認   資料①  
・関東地区審判長に小杉さんを推薦他 
 
 
③「組織、役員・理事及び所属部会」の資料更新      当日持参  
・審判資格、スポーツ指導員資格（資格名に旧指導名との混同があるため、以下の修正が必要：「指導

員」→「コーチ１」、「上級指導員」→「コーチ２」、「◎コーチ」→「コーチ３」、「〇コーチ（小野寺
副理事長）」→コーチ３、その他の「〇コーチ」と「〇」は「コーチ１」）の更新、 ・専門委員 5 名
追加（審判部） 

 
③都ア協（年間スケジュール、収支明細）      資料② 
12 月開催の常務役員会（都体協）への近藤（辰）さんの出席を確認した。  
選手育成に対しての会員の意識を高めるため、収支明細に普及育成部会の支出を追加した。 
 

【事務局長】  
①事務局会議(11/30)の報告       当日持参  
資料は PDF として配信・ホームページ掲載し情報共有することとした。 
・近況報告について：2020 年度から行われる予定の「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体

向け＞」について説明があった（全ア連、都体協が対象とされる）。都ア協も数年後には、加盟団体



の適合審査が行われる可能性がある。 
・「会員管理システム Q&A」を全ア連・都ア協会員登録担当の大川さんに送付する。 
・「初期パスワード」から変更して運用しているかどうかといった状況確認のメールが全ア連から「全

ア連・都ア協会員登録担当」に配信される。事前に大川さんにその旨を連絡しておく（総務部会長）。 
・競技結果報告の全国統一システム構築に関する質問に対し、現在 Ianseo システムを検討（東京都シ

ステムを参考に検討している）しているが、システム構築までの間は東京都のシステムを参考にし
て欲しいとの説明があった。 

・全ア連に報告された事故一覧（p.22～23）特に p.23 の下から 2 段目の事例を安全教育に利用して欲
しい旨の説明があった。 

・関西ワールドマスターズゲームズ 2021 の申し込みは個人。 
 
②その他 
・ミズノスポーツメントール賞：東京都から小野寺（高体連）さんが日本スポーツ協会に推薦されてい

る。 
・11 月 20 日提出期限で募集していた都大会表彰「生涯スポーツ功労者・生涯スポーツ優良団体」への推

薦は無かった。 
 

【審判部会】  
①関東高校選抜大会 視察 (11 月 16 日 夢の島アーチェリー場)     

近藤副会長、鈴木顧問、松村理事長、池澤副理事長、近藤競技部会長、審判部会より澤口さん、牧田
さん、小杉さん普及育成部会より堀さん、オブザーバーとして山口さん(町田市ア協)が参加 
4 名(小杉さん、松村さん、堀さん、池澤さんの 4 名で Ianseo を視察した。  
競技会を視察だけでは設営の状況がわからないため、全ア連に依頼し来年の全日本ターゲットに設
営から参加しやり方を学ぶ必要があると感じた。来年度の事業予定に加える。 

②関東高校選抜大会 審判派遣(11 月 17 日 夢の島アーチェリー場)     
東京都高体連からの依頼により、審判部会より澤口、小林、玉岡、藤、小杉を派遣 

 
③専門委員の追加推薦（5 名）・・・松村承認済み  

野尻忠司さん(町田市ア協)、神田たくみさん(町田市ア協)、武井揺子さん(千代田区ア協)、 篠原孟
さん(上智大学)、須藤陸さん(法政大学) 

 
④2019 年度 全国指導員・審判員ルール研修会(11 月 9 日～10 日 鹿児島県) 参加報告書 資料③ 
説明は 1 月の理事会で行う。 
⑤得点集計システム Ianseo(イアンセオ)導入実験 報告書     資料④  

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 の導入実験を行った。 
当初、全ア連の小澤さんに来ていただき、レクチャーを受けながらの実験の予定だったが、小澤さん
の都合により 来られなくなったため、急きょ、前の週の関東高校選抜大会(11 月 16 日)にてレクチ
ャーを受け、翌日の駒沢での 試合にて小規模な模擬実験を行い、江戸川インドアでの導入に至った。 

・Ianseo 専用のパソコンを使用する必要がある。 
・中古端末（機種の統一が望ましい）。 文字が見づらい選手用にタブレットが必要。 



・アンテナの送受信についての対策を進めている（エラーは通信関係のみ）。  
・Ianseo 導入を理事会で提案する。 
・専門チームを組織する。 
 

【競技部会】 
①雑誌アーチェリー12 月 20 日発売の 1 月号に東京インドアオープン 2020 要項の掲載依頼をしまし

た。  
②東京新聞社に例年通り、東京インドアオープン 2020 の後援依頼をしました。 

東京新聞より購読依頼があった。各協会で協会員に対し購読についてのお願いをすることとした。 
ホームページへの掲載も検討する。 

 
【強化部会】 
①11 月 3 日（日）～4 日（祝） 2019 年度第 1 回ジュニア強化合宿  

栃木県で実施（東京、栃木、茨城合同）  
1 日目（烏山高校）クリニック形式、2 日目（馬頭高校）団体戦形式 

②11 月 16 日（土） 第 74 回国民体育大会東京都選手団解団式・表彰式に参加（川上、浅岡、大門） 
③12 月 10 日（火） 都体協の競技力向上委員会に出席予定（川上） 

 
【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 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団体貸切の為、

中止。  
・第 19 回合同練習 12 月 8 日（日）都立第四商業高校アーチェリー場にて実施予定   
・第 20 回合同練習 12 月 15 日（日）東ブロックインドア大会（江戸川区総合体育館）に出場予定（3

名が出場予定） 
・第 21 回合同練習 12 月 22 日（日）都立第四商業高校アーチェリー場にて実施予定 

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）  

→ 小林りこ（8 期生）  成績：予選ラウンド 2 回戦敗退（ランキングラウンド 539 点、20 位） 
 
③トップアスリート発掘・育成事業（11 期生対応事業）  

・トップアスリート発掘・育成事業 担当者連絡会 開催予定  
日時：12 月 18 日（水）19：00～20：00  
場所：TKP 新宿カンファレンスセンター  

1) 競技体験を終えての評価について  
2) 第 11 期生の選考に係る最終面接について  

出席者：堀さん、加藤 
 

小林りこ（8 期生）が全国高校選抜（3 月 26・27・28 日）に出場することが決定した。  



【総務部会】  
①2020 年度の理事会・総会日程の決定       資料⑤ 

・総会日程 5 月 20 日に変更  
・10 月の会議室確保できないため 9 月 30 日に変更 

②スターバッジ担当変更        資料⑥  
・千馬さん→松村さんに変更  
・口座新規開設： みずほ銀行 芝支店 東京都アーチェリー協会  
・メールアドレス： badge@tokyo-archery.or.jp 
 
スターバッジ申請書（資料⑥-1）に申し込みアドレス、振込先を追加した。 
振込先について誤りの無いように記載を追加する。 
 

・各協会にスターバッジ申請書を配信する。（スターバッジ申請書は各協会の担当者が取りまとめても
らう。） 

・ホームページには申請書を掲載しない。 
・全ア連にバッジ担当者の変更を報告する。 
・資料⑥-2 の修正： グリーンバッジ インドアの申請点の「18m36 射」を「18m60 射」に修正する。 
 
③新規専門委員（学連から）のジャッジコートを発注 

ジャッジコートは新年会の際に提供する。 
 
【関東学連】 
①未申告ロストアローの発見についての報告書、対策案     資料⑦ 

・11 月 23 日：当該選手を含む 5 名で謝罪訪問した。 
・謝罪の際、事故対策の引継ぎを徹底するよう指示を受けた。 
・12 月 2 日：引継ぎ書案を作成し埼玉県理事長とはらっパーク管理人に送付した。 
・現在、埼玉県理事長とはらっパーク管理人からの回答を待っている状態。 
・関東学連審議員に対して報告ずみであるが、12 月 15 日全日学連の運営審議会があり、あらためて

報告される予定。 
・当該選手の謹慎処分は 2 週間後に解除した。 

 
都ア協から、事故対策のための謹慎処分を科すべく懲罰委員会を組織することを提言した。 

 
 

【東身ア協】  
特になし 

 
 
 
２．協議事項 20:15～20:50 



【理事長】  
①駒沢第一球技場におけるアーチェリーのＰＲ（中田さん提案）  

・会場入り口にアーチェリー大会をやっていることを掲示して（的紙を貼るだけでもアピール力が
ある）  観客を招き入れてはいかがでしょうか？  

 
・簡単なアーチェリーの案内を作成し、観客席の指定場所で見学していただく。  
・場合によっては、案内係（腕章）を観客席に配置する。 
 →来年度 4 月 26 日 2020 年度第１回東京都５０m・３０m・１８ｍ大会 で行ってはどうか？ 
何ができるか検討を継続していくこととした。 

 
【審判部会】 
①新規 2 級・3 級公認審判員養成講習会の開催      資料⑧  

2020 年 2 月 24 日(月・祝) 渋谷区スポーツセンターにて 
資料訂正 資料⑧-1 締め切り:2 月 3 日(月)に訂正 
全ア連への申請は 4 月以降に行う予定 
講習会の開催に関して承認された。日付と都ア協番号を付けて配信する。 

②2019 年度第 2 回フォローアップ講習会の開催      資料⑨  
2020 年 1 月 26 日(日) 青梅インドアにて実施 
フォローアップ講習会の開催に関して承認された。 

【競技部会】 近藤 
①インドアオープン 2020 開催要項案及び申込書について     資料⑩  
・フリガナも全角入力となる欄内に「全角」と表示する。 
・入力順を順番入れ替える 種別、参加種別、性別、全ア連番号、都ア協番号、姓、名、所属 
・修正：「ご注意：申し申し込みを受けたら、必ず返信メールを入れますので、」→「ご注意：申し込み

を受けたら、必ず返信メールを入れますので、」 
 
配信予定 12 月 16 日ごろ 
審判員：審判部会からの参加者は、審判員の確保のため希望区分を優先させる。審判員の足りない部分
に動員をかける。 
 
②2020 年度競技予定案について        資料⑪ 
・今年駒沢で実施した 2 部制を廃止、CP 部門を行わない（参加者数と参加者の意見を考慮）。 
・50・30ｍ大会を 2 回実施予定。 
・夏季期間 7 月～9 月（水筒、帽子必須）  
・9 月 6 日（小金井）は、2 立ちで実施する。 
・70m・50ｍラウンドの参加者は全ア連登録者に限定する。（改めて各協会に通達する） 
・江戸川インドア 11/28,29 に修正する。 
・9 月 20 日開催予定の東京都小学生・中学生アーチェリー大会と 10 月 25 日開催予定の東京都マスタ

ーズ大会を入れ替える。 
・1 月 16 日開催の南ブロックインドア大会は、都ア協主管大会に区分されるため、表示位置を変更す



る。また、名称を例えば「東京インドア町田大会」等に変更することとした。名称については競技部
会長に一任された。 

上記修正し、1 月の理事会に年間競技予定案を提出する。  
 

【強化部会】  
特になし 

 
【普及育成部会】  
①２０１９年度ジュニア育成 合同練習会実施要項     資料⑫  

・1 月 12 日（日）、2 月 2 日（日）都立第四商業高校アーチェリー場にて実施予定 
2019 年度ジュニア育成 合同練習会実施要項について承認された。  

 
【関東学連】  

特になし 
関東学連の副委員長から挨拶があった。三井 駿典（中央大学）さん 

【総務部会】  
特になし 

【東身ア協】  
特になし 



令和元年度関東アーチェリー連盟代表者会議検討事項

各都県理事会等で下記の事項を検討し、 月末日までに関東連盟事務局宛に送付してください。

都県名（東京都） 記載責任者（松村晃志）

                

検討事項

１ 関東地区大会大会参加料について・参加費の値上げの手順について 

①  基本的に参加費は固定するべき。 

②  参加費値上げは、毎年の代表者会議で翌年以降分について検討する。 

 

参加者確保のため、欠員が発生した県の枠を、他県の補欠に回す件 

①  参加費を固定にするためにも、欠員が発生した県の枠を、他県の補欠に回し、参加費収入を確保

するべき。 

２ 関東地区審判長職務代行・審判委員会組織について

①  関東地区審判長に東京都から、小杉理加１級審判員を推薦します。 

３ 関東地区 記録会都県持ち回りについて

①  関東地区大会であれば東京でお受けできます。 

・子供たちの夢の為に、夢の島の会場を使用したいと思います。 

・各県のジュニア育成計画を容易にするためにも、全ア連の様に、向こう 4 年位の計画を、各県 

に示した方が良いと思います。 

４ 関東連盟役員について

①  検討中です。 

 

koji
テキストボックス
資料①



２０１９・２０２０年度　組織　役員・理事及び所属部会

審判 スポ指 総　務 普及・育成 競　技 審　判 強　化

会　　長 保坂　三蔵 学識

副 会 長 松本　洋平 学識

副 会 長 高石　公一 高体連 3

副 会 長 近藤　均 小平市 1 コーチ１ △

会　　計 中田　光俊 千代田区 3 コーチ１ △

参　　与 島田　晴男 学識 1 コーチ１ 名誉役員

参　　与 穂苅　美奈子 高体連 1 コーチ３ △ 名誉役員

顧　　問 鈴木　清春 世田谷区 1 コーチ２ △ 名誉役員

顧　  問 外立　眞里 板橋区 2 △ 名誉役員

顧 問 医 岡宮　裕 学識 △ 名誉役員

理 事 長 松村　晃志 世田谷区 常務理事

副理事長 池澤　かおり 町田市 常務理事

副理事長 小野寺　長久 高体連 常務理事

事務局長 祝迫　修 小平市 常務理事

堀　浩一郎 千代田区 1 コーチ１ 〇 部会長補

石渡 晶悟 中央区 × × △ (新任)

植木　省一 港区 3 × △

折原　正明 文京区 2 × △

小林　保照 台東区 2 × △

伊良波　裕子 墨田区 3 コーチ１ △ (新任)

加藤　和男 江東区 3 コーチ１ ◎ 普及育成部会長

成田　英司 葛飾区 3 コーチ１ △ 書記

小杉　理加 江戸川区 1 コーチ３ ◎ 審判部会長

浅見　久光 八王子市 2 × △

大西　邦生 三鷹市 3 × △

澤口　貢 青梅市 2 × △

中内　あきら 小金井市 2 × △ (新任)

祝迫　修 小平市 1 コーチ１ △

古橋　厚子 日野市 2 × △ (新任)

福士　斗希生 東久留米市 3 × △ 事務局補

斉藤　未央 西東京市 3 コーチ１ △ (新任)

須永　弘文 武蔵野市 × × △ (新任)

礒　敏雄 目黒区 2 コーチ１ △

佐藤　龍男 大田区 × × △

松村　晃志 世田谷区 2 × △

飯泉　俊江 渋谷区 3 × ◎ 総務部会長

池澤　かおり 町田市 2 × △
全ア連主催競技会エントリー
公認記録結果報告担当

牧田　徹哉 多摩市 1 × 〇

近藤　辰夫 新宿区 2 × ◎ 競技部会長

大川　尚利 杉並区 2 × △ 全ア連・都ア協会員登録担当

小野寺　吉尊 豊島区 3 コーチ1 △

山本　忠司 北区 2 × △

小林　幹祐 板橋区 2 × △ (新任)

川上　憲二 練馬区 2 コーチ1 ◎ 強化部会長

石川　憲司 高体連 2 コーチ１ △

小野寺　長久 高体連 1 コーチ３ △

友好団体 神谷　千恵子 東身ア協 3 コーチ1 △ ベンチコート担当

篠原　孟 関東学連 × ×

須藤　陸 関東学連 × ×

※各部会長は常務理事となります 8 5 9 6 5

2019年12月7日現在

所持資格 所　属　部　会
氏　　名区　分

東ブロック

選出協会
（団体）

備　考

西ブロック

南ブロック

北ブロック

高体連



２０１９・２０２０年度　専門委員及び所属部会
ジャッジ

審判 スポ指 コート キャップ コート

総　務 千馬　豊 日野市 3 × 2019/7/21 スターバッジ申請担当

総　務 大嶋　俊晴 板橋区 2019/7/21 スポーツ保険担当

強　化 齊藤　彩香 高体連 2 × 2019/7/3

強　化 木村　正純 渋谷区 コーチ１ L 2019/7/3

強化・審判 牧内　みどり 港区 2 コーチ１ M 2019/7/3

強　化 富樫　昭一郎 世田谷区 3 × L 2019/7/3

強　化 八巻　絵梨佳 練馬区 2 コーチ１ M 2019/7/3

強　化 田澤　佑樹 世田谷区 × 2019/7/3

強化・普及 真境名　元司 西東京市 3 × M 2019/7/3

強　化 小沼　克己 世田谷区 2 コーチ１ M 2019/7/3

強　化 奥　容子 高体連 2 コーチ１ S 2019/7/3

強化・普及 佐富　久美 高体連 2 コーチ１ M 2019/7/3

強　化 遠藤　良祐 世田谷区 × 2019/7/3

競　技 猪口　茂樹 渋谷区 1 × L 2019/7/3

競　技 加来 剛 豊島区 2 コーチ１ M 2019/7/3

競　技 小山　桂介 渋谷区 × 2019/7/3

審　判 藤　聡一郎 江戸川区 3 × M 2019/7/3

審　判 中村　光希 小金井市 3 × 2019/7/3

審　判 清水　憲彬 江戸川区 3 × M 2019/7/3

審　判 玉岡　弘子 東久留米市 1 コーチ１ 2019/7/3

審　判 野尻　忠司 町田市 2 × 2019/12/4

審　判 神田たくみ 町田市 2 × 2019/12/4

審　判 武井瑤子 千代田区 2 × 2019/12/4

審　判 篠原　孟 関東学連 3 × 2019/12/4

審　判 須藤　陸 関東学連 3 × 2019/12/4

主管競技の審判

主管競技の審判

得点集計システムＩａｎｓｅｏのサポート

主管競技の審判

主管競技の審判

主管競技の審判

主管競技の審判

エントリー・公認申請報告

直轄大会の競技委員長・DOS

北ブロック・光が丘保守・審判

主管競技の審判

主管競技の審判

国体の強化、ＴＡ指導者

国体の強化にかかわる事業

国体の強化にかかわる事業

国体の強化、ＴＡ指導者

国体の強化にかかわる事業

所持資格 スタッフ

2019年12月7日現在

国体の強化にかかわる事業

承認日 委嘱内容
選出協会
（団体）

部　会 氏　　名

国体の強化にかかわる事業

国体の強化にかかわる事業

国体の強化にかかわる事業

国体の強化にかかわる事業

国体の強化にかかわる事業



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 1/8 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）会長・副会長 （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) ジュニア強化合宿
練習会・合宿 忍野合宿 光が丘合宿・点取り合宿 （栃木）
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 ⑲㉑四商
⑥⑦⑧忍野 ⑬小中学生大会 ⑯四商 ⑳東ブロックインドア

TA11期生 体験P ①江戸川  ②江戸川 ②江戸川
担当者連絡会

TAフォローアップ 小林りこ

要綱・動員 小中学生大会 ｼﾞｭﾆｱ合同練習会①ｼﾞｭﾆｱ合同練習会②

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 全国選抜予選
関東高校選抜：見学

打ち合わせ ①、②
購入
導入実験 ①江戸川インドア ②東ブロックインドア ③江戸川インドア

2019年11月28日現在

都

体

協

補

助

委
託

収

入

事

業



2019 年 11 月 27 日 

東京都アーチェリー協会 

理事長 松村 晃志 様 

審判部会長 小杉 理加 

 

2019 年度 全国指導者・審判員ルール研修会 報告書 

 

下記のとおり報告します。 

 

1. 開催日：2019 年 11 月 9日(土)～10 日(日) 

 

2. 会場：鹿児島赤十字会館 5 階 大会議室 

 

3. 出席者：小杉 理加 

 

4. 報告者：小杉 理加 

 

5. 研修会 次第 

開会式 15：00～15：15 (公社)全日本アーチェリー連盟 競技部長 津田 正弘 

事例研究 1 15：15～17：00 

① 審判実務の基本について 

② 参加者からの質疑・応答 

  事例研究 2 8：30～9：30 

① 審判実務の注意点 

② 参加者からの疑問・問題点について 

  安全の順守について 9：30～10：50 

① 事故事例の検証 

② 参加者からの具体例について検証 

  コンプライアンスに関する研修 11：00～12：00 

   講師：中間 貴志（なかま法律事務所） 

  アンチ・ドーピングについての研修 

   講師：花井 道弘（大阪大学附属病院 特任研究員） 

 

6. 内容 

≪審判実務の基本について≫ 

 競技規則がなぜ必要か？ 

① 公平性 

 全競技者に対して公平か？ 

 一部の競技者に対して不利にならないか？ 

 一部の競技者に対して有利にならないか？ 



② 条件の同一化 

例）シューティングポジション→選手が等間隔に立てるようにするため 

③ 判断(判定)基準の明確化 

 

 競技役員(審判員)の役割 

 競技規則 第 103 条(競技役員) 

 競技委員長 

 総務 

 審判長・審判員 

 ＤＯＳ・計時員 

 記録長・得点記録員、その他 

 

  アーチェリーの競技規則の特性…競技者の自己判断による 

   審判員の役割 

① アーチェリー競技の場合 

Judge ＝ 判断する 判定をする 

      →そこにある事象を物理的に判断する 

② 他の競技(主に球技など)の場合 

Referee ＝ 仲裁する 仲立ちをする 

      →両チーム(両選手)の状況を判断して裁定する 

 

   競技規則の基本的な文型 

① …しなければならない(義務) 

② …してはならない(禁止) 

③ …することができる(許可・権利) 

   ※①②に特に罰則はない 

   『警察官になるな。従事者になれ』（FITA ドン・ロボ チェアマン） 

    審判員は競技を円滑に進行すること、競技規則違反を防ぐことが役割。 

 

用具故障とは？ 

 用具がその選手が通常使用している状態でなくなったと判断したとき。 

 用具がその選手が安全に行射できないと判断したとき 

 

得点判定 

 2 方向から見る 

 ルーペを使用する(倍率が低めの小さいサイズのものがおススメ) 

 点数で言う 

    的紙がゆがんでいる、破れているときには『想像線』を引いて判断する 

 

 



的紙交換のタイミング 

   選手からアピールがあったらすべて対応するのではなく、審判から見て、矢の得点判定に支 

   障がないと判断したら、交換は行わない。 

   逆に、選手からアピールがなくても、得点判断が難しいと判断したら、交換をする。 

   →判断の統一 

 

用具故障による補充矢の行射について 

 複数名が一斉に行射する場合でも、1選手に 1名審判員がつき、それぞれ時間を計る。 

 選手によって行射時間が異なるので、射ち終わったら矢取が開始されるまで、時間の計測は止 

 めて良い。 

 残り時間が少なくなったら、最後の矢取りの時間は制限時間に含めなくてもよい。 

 補充矢の行射時間の短縮は、大会規定として設けてもよい。 

 

ベアボウのワッシャーについて 

 ハンドルにウエイトを装着する際、ワッシャーがスタビライザーの役割を果たしていないのな 

 らば使用は可。 

 

矢の形状の統一について 

 カラーのアルミ矢については、経年変化により色が異なるものはＯＫだが、明らかに異なる色 

 は認めない。 

 異なる矢を使用した場合、故意でなければ認められるが、異なる矢を使い続けた場合、失格に 

 なる可能性がある。 

 →途中で矢が壊れて、本数が足らなくなった場合もダメ。矢は壊れるものなので、選手の責任 

  として多めに用意しておくことが必要 

 

予備の用具について 

 用具検査の際、予備の用具については選手から提示されれば検査をするが、審判から促してま 

 で予備の用具を出させて検査する必要はない。 

 →用具検査は随時行うことができる。 

 

スポーツスラックスの認識 

 次回の競技規則改訂の際、ある程度具体的な見解を提示する予定。 

 

スコアカードに誤りがあった場合の対処 

 スコアカードに誤りが(計算間違い)があった場合、高く間違っていたら正しい得点に訂正し、 

 低く間違っていたら訂正はおこなわない。 

 手書きのスコアカードと電子集計を併用する場合、電子集計は『もう一つのスコアカード』の 

 扱いとなるため、素点入力したら同的の選手の確認が必要 

 また、電子集計は手書きのスコアカードとの照合が必要となり、電子入力がされていても手書 

 きのスコアカードに記載がない場合は、照合ができないため『０』となる。 



≪安全の順守について≫ 

 今年の全日本ターゲット選手権大会(つま恋リゾート)において、ホテルから弓(ＣＰ)を組み立 

 てた状態で、ホテルの敷地内にある競技会場まで行った選手が２名おり、宿泊客からホテル側 

 に通報があった。 

 我々にとっては、弓矢はスポーツのための『用具』であるが、アーチェリーを知らない人にと 

 っては、『武器』であるので、もっと気を遣うべき。会場によっては、二度と使用できなくな 

 る可能性もあるため、アーチェリー関係者以外がいる場所では、弓をむき出しで持ち歩かない 

 よう、選手に注意をすること。 

 

道具のメンテナンスについて 

 行射中の用具の破損は怪我などの事故につながる恐れがある。用具検査の際に壊れそうな用具 

 が発見された場合、事故になる前に選手に注意することも必要。 

 

環境に関すること…『来たときよりもキレイに』 

 

≪コンプライアンスに関する研修≫ 

 公認スポーツ指導者養成テキスト・共通科目Ⅱ第 2章『スポーツと法』より 

 テキストをそのままコピーし配布、読みあげるのみの講義。 

 

≪アンチ・ドーピングについて≫ 

 目的：アンチ・ドーピングの目的を理解し、できることから取り組んでもらう。 

 

 ドーピングとは 

  運動能力を高めるために、不正に薬などを用いること。 

  または薬の使用を隠ぺいすること。 

 

 なぜドーピングはダメなのか？ 

 フェアプレーの精神に反する(公正ではない) 

 アスリートの健康への悪影響 

例）興奮薬：血圧上昇、不整脈、心停止などを引き起こす 

  蛋白同化ステロイド薬：肝臓障害、男性の女性化、女性の男性化 

 社会への悪影響 

 

スポーツの価値を下げる 

 

 アンチ・ドーピングとは 

  ドーピングをすることに反対し、ドーピングをなくすことでスポーツの価値を守り、未来に 

  つなげていくこと 

 

 



 日本でのドーピング 

  日本はスポーツに対して『クリーンな国』と言われている。 

  しかし、日本でもドーピングが全くないわけではなく、年間 5～10 件報告があり、ほとんど 

  がうっかりドーピングであるが、意図的な違反も存在する。 

 

 アスリートの役割と責務 

 アンチ・ドーピングのルールを理解し、守ること 

 いつでも検査に応じること 

 自分の身体に摂り入れるものに責任を負うこと 

 

 禁止表国際基準…毎年改定される 

 →これに載っている物質はあくまで例で、表にない薬でも禁止物と同じ役割を果たす薬物につ 

  いては禁止薬となる。アルコール基準表には載っていないが、ＷＡでは禁止物としてドーピ 

  ングの項目に加えている。 

 

 治療使用特例(ＴＵＥ) 

  禁止物質・方法を治療に使えるようにするルール 

a 禁止物質、または禁止方法を使わないと健康に重要な影響が出る 

b 健康を取り戻す以上に競技力を向上させない 

c 他に代えられる治療法がない 

d ドーピングの副作用に対する治療ではない 

  アスリートは a～cを証明するために医師に書類を書いてもらい提出する 

 

 アスリートに取り組んで欲しいこと 

 スポーツファーマシストを探す 

 お薬手帳を使って、薬のチェックをする 

 

7. 所見 

審判実務の基本については「何を今さら」と思っていたが、質疑応答では私が過去に参加した

研修会の中では最も多くの質問が参加者から出て、中には私も誤った解釈をしていたものもあ

り、有意義であった。 

コンプライアンスに関する研修は、講師が鹿児島県ア協会長の知り合いとかで、特にスポーツ

界のコンプライアンス問題に詳しい専門家ではなかったらしく、ただ資料を読みあげるだけの

もので、講師の独自性がなく、すでに知っている内容であったため、面白くなかった。 

アンチ・ドーピングについての研修の講師は、現役アーチャーで、全ア連の医科学委員のメン

バーでもあるため、飽きずに聞くことができた。アンチ・ドーピングについては、選手だけで

なく、監督やコーチ、競技役員についても対象となるため、できるだけ多くの人への啓蒙が必

要であると感じた。 

 

以上 



2019 年 11 月 27 日 

東京都アーチェリー協会 

理事長 松村 晃志 様 

審判部会長 小杉 理加 

 

 

得点集計システム Ianseo（イアンセオ）運用実験についての報告 

 

 

運用実験実施日：2019 年 11 月 23 日(土)・24 日(日) 

        第 10 回江戸川インドアオープンにて 

参 加 担 当 者：松村晃志 池澤かおり 堀浩一郎 小杉理加 

協 力 者：小澤純史(全ア連国際部) 富樫昭一郎(東京都高体連) 

 

≪目的≫ 

ＷＡが導入を推奨している得点集計システム Ianseo を、東京都アーチェリー協会で導入した場

合、起こりうる問題点の検証および対処法を、実際の競技会にて調べる 

 

≪内容および流れ≫ 

Ianseo を動かすための機材(Wi-Fi アンテナ、携帯端末等)は東京都高体連より貸与。 

Ianseo のシステムセットアップは小澤氏に依頼し、当日の運用は堀、池澤が中心となって行った。 

1. 携帯端末の充電 

2. アンテナの設置 

3. システムの稼働・接続 

4. スコアカードの印刷(前半) 

5. 携帯端末とスコアカードの紐付け 

6. 審判員へ簡単なレクチャー 

7. 選手へ使用方法の説明 

8. 前半競技開始→入力作業 

9. 前半競技終了→スコアカードと端末の回収 

10. スコアカードの印刷(後半)・端末との紐付け 

11. スコアカードのチェック→バーコードで読み込み 

12. 前半速報の印刷 

13. 後半競技開始 

14. 後半競技終了→スコアカードと端末の回収 

15. スコアカードのチェック 

16. 確認用成績表の印刷・異議申し立て 

17. 表彰式 

 

  



≪成果≫ 

1. 競技終了から表彰式までの時間が大幅に短縮された。 

→約 10 分の短縮。江戸川インドアでは、昨年までは異議申し立ての時間は設けず、表彰対象 

 者以外のスコアの検算は表彰式終了後に行っていた。 

2. 事前にスコアカードを用意する必要がない。 

→江戸川インドアでは年齢区分で紙の色を変え、マジックで線を引いて種別を分けていた。 

3. 受付けでスコアカードを渡さずに済むため、受付けがスムーズだった。 

4. 合計点の計算間違いが減った。 

5. 選手からも思ったより使い勝手が良いと、概ね好評であった。 

 

≪問題点≫ 

1. アンテナの送受信が不安定だと、エラーが発生する。 

2. 江戸川インドアでは 1ユニット(30 射)で 5～15 分の遅れが発生した。 

→端末入力に時間がかかるだけではなく、4名で採点していたためと思われる。 

3. 端末の機種がバラバラで、使用方法がわかりづらい。 

4. 端末によって、システムと相性がいいもの、悪いものがある。 

5. 一部の選手から、端末の文字が小さくて読みづらいという意見が出た。 

6. 今後、Ianseo を継続的に実施するためには、動かすことのできる人材の育成が必要。 

 

≪今後の対応≫ 

1. 通信関係の諸問題については、専門家である木下征史氏(渋谷区ア協)に相談済み。 

2. 文字が見づらい選手用にタブレットを用意する。 

3. 12 月 15 日(日)の東ブロックインドア大会にて、東京インドアを想定したセットアップで運

用する。 

 

以上 



　　　東京都アーチェリー協会 2020年度 理事会等予定

西暦年 月 日 曜日 会議 第３会議室 第１＋２会議室 備　　　　考 事業年度

１月 8日 （水） 理事会（新年会） ● 理事会後、新年会

２月 5日 （水） 常務理事会 ●

３月 4日 （水） 常務理事会 ● 会計締切

４月 1日 （水） 常務理事会 ● 総会資料ドラフト

５月 6日 （水） 理事会 ● 総会資料最終確認

５月 20日 （水） 総会（懇親会） ● 定例総会・役員改選承認・懇親会

６月 10日 （水） 理事会 ●

7月 1日 （水） 常務理事会 ●

８月 5日 （水） 常務理事会 ● 国体関東ブロック

９月 2日 （水） 常務理事会 ●

9月 30日 （水） 理事会 ● 10/10～10/12鹿児島国体

１１月 4日 （水） 常務理事会 ●

１２月 2日 （水） 常務理事会 ●

１月 6日 （水） 理事会（新年会） ● 理事会後、新年会

２月 3日 （水） 常務理事会 ●

３月 3日 （水） 常務理事会 ● 会計締切

４月 7日 （水） 常務理事会 ● 総会資料ドラフト

５月 12日 （水） 理事会 ● 総会資料最終確認

５月 26日 （水） 総会（懇親会） ● 定例総会・懇親会

2019年度予約確定会議日
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都ア協2020年度会議予定(確定).xlsx
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東京都アーチェリー協会 御中

申請協会(学校）名

申請責任者（顧問）名

申請責任者連絡先住所

申請責任者メールアドレス

全ア連
登録No.

種別 部門 申請者氏名 性別
バッジ
種類

記録 競技会名
記録を得た
年　月　日

開催県 金額

00013285 70m50mﾗｳﾝﾄﾞ CP 松村晃志 男 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 707点
第13回　横浜市50・60・
70ｍラウンド記録会

2019/10/20 神奈川県 ¥7,500

00011222 70m50mﾗｳﾝﾄﾞ RC 真中　薫 女 ｸﾞﾘｰﾝ 345点 東ブロックインドア 2019/11/23 東京都 ¥800

¥8,300

＜申込先＞ ＜振込先＞

東京都アーチェリー協会 みずほ銀行　芝支店

スターバッジ担当 普通預金　4730762

badge@tokyo-archery.org 口座名　東京都アーチェリー協会

※振込手数料は、申請者でご負担ください。

Ａ．Ｊ．Ａ．Ｆ．スターバッジ申請書

2019年11月25日

〒
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競技 単価

アウトドア

インドア

フィールド（12標的）BB, RC

フィールド（12標的）CP

競技 単価

パープル 7,500

ゴールド 6,500

レッド 5,500

ブルー 4,500

ブラック 4,000

ホワイト 3,500

パープル 7,500

ホワイト 6,500

レッド 5,500

ゴールド 4,500

シルバー 4,000

ブロンズ 3,500

パープル 7,500

ホワイト 6,500

レッド 5,500

ゴールド 4,500

シルバー 4,000

ブロンズ 3,500

競技 BB 単価

男子169点以上

女子151点以上

男子144～168

女子126～150

男子115～143

女子97～123

競技 単価

黄色バッジ 700

赤色バッジ 500

青色バッジ 300

バッジ種類と申請基準

ｱｳﾄﾄﾞｱ
ﾀｰｹﾞｯﾄ
ｷｬﾃﾞｯﾄ
U-15

1200点以上

1100～1199

1000～1099

800

4,500

4,000

3,500

バッジ種類 申請点

490～519

バッジ種類

60点以上

595点以上

585～594

575～584

550～574

520～549

申請点

700点以上

種目 申請点

30m36射 200点以上

18m36射 240点以上

50点以上

1300～1349

1200～1299

1100～1199

675～699

650～674

600～649

550～599

500～549

ｲﾝﾄﾞｱ
ﾀｰｹﾞｯﾄ

グリーン
バッジ

1000～1099

1440
ﾗｳﾝﾄﾞ

1400点以上

1350～1399

RC70m
CP50m
ﾗｳﾝﾄﾞ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

男子169点以上

女子151点以上

男子144～168

女子126～150

男子115～143

女子97～123 女子107～138

ゴールド

シルバー

ブロンズ

CP

男子189点以上

女子171点以上

男子159～188

女子139～170

男子125～158

バッジ種類 RC
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2019 年 11 月 18 日 

 

全日本学生アーチェリー連盟  

委員長 堀川 洸 様 

 

関東学生アーチェリー連盟 

第 61 代連盟委員長 篠原 孟 

事故報告書 

 

平素は大変お世話になっております。 

この度、本連盟の主催する競技会において、未申告ロストアローが発生致しましたので以下記の

通りご報告いたします。 

 

記 

 

１． 事故内容 

(1)事故確定日：  2019 年 11 月 15 日（金） 

(2)発生事故：  ロストアロー回収不備 

(3)発生場所：  はらっパーク宮代 

(4)発生日：  2019 年 11 月 10 日（日） 

(5)競技会名：  第 6 回高柳杯兼 SHIBUYA アカデミックカップ団体戦 

(6)事故内容： 11 月 15 日に施設の一般利用客が土手（脚の後方 30～40m）に刺さ

っていた矢を発見。施設管理者の千葉氏から、埼玉県アーチェリー

協会の磯理事長経由で委員長の篠原へ連絡が入る。 

(7)特記事項：  怪我発生の報告はありませんでした 

 

２． 発生原因 

11 月 16 日に、委員長篠原と競技委員長中村で矢の確認に向かい、矢のネームから、本連盟

の加盟の選手の所有物であることを確認致しました。 

 

11 月 10 日の競技会に、当該ロストアロー未申告選手（武蔵大学所属の三年次）は、他大学所

属する選手 2 名と本件大会に出場しておりました。 

 

回収されたスコアシートと当該選手およびそのチームメンバーの証言を照らし合わせると、予選

ラウンドのプラクティスで発生したものと考えられます。 

 

しかし、当該選手の安全管理意識が低く、試合中に発生したロストアローを、当該選手が申告し

なかった為に、回収するに至りませんでした。 

 

また、運営側としても、所持矢の本数管理を選手に任せていた為に、未申告のロストアローにつ

いて捜索・回収の手立てをとれなかったのも原因と考えられます。 

 

３． 今後の対応 

 看的用紙に試合前の矢の本数と試合後の矢の本数を記入する欄を設け、選手に記入を義

務付け、スコアラーに確認を義務付ける。 
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 本連盟加盟校に対し、安全管理兼ルールマニュアルを配布し春夏の合宿などで講習をす

ること、講習会の実施報告を義務付けます。各校ごとに、いつ、誰が参加したかの報告を提

出させて、連盟として進捗を把握します。また講習会に不参加の者にはフォローアップを行

うようにします。 

 月 日に篠原、中村、当該選手、武蔵大学洋弓部主将、同大学コーチの計五名

でお詫びに向かう予定にしております。 

 当該選手は 11 月 16 日付で期限未定の謹慎としております。 

 

 

以上。 
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