
2020年7月理事会議事録 

日  時 2020年7月1日  

場  所 渋谷区スポーツセンター 第1・2会議室 

注  記 議長：松村、書記：成田  欠席：神谷 千恵子(東身ア協) 

 

出席者(敬称略)： 16 名 
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、会計：中田 光俊、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、篠原 孟、関東学連：巽 遼太郎、三井 駿典、 
書記：成田 英司 

 

 

１．報告事項 19；00～19：30 

【理事長】松村理事長 

１．全ア連定時社員総会への出席（6/14） 

・移動制限中の為、出席会員８団体、他22団体は委任状にて会を成立 

・9月の事業は、7/11の理事会で決定される。10月からの事業は正常化の方向 

 

２．都体協 各委員会委員の選出（任期：令和4年6月定時評議会の時まで）  資料① 

以下委員に継続担当を打診・承諾頂き、都体協へ報告しました。 

・代表委員：    松村 

・体育大会委員：  近藤競技部会長 

・競技力向上委員： 川上強化部会長 

 

３．資料更新（都ア協年間スケジュール/都ア協収支明細）    資料② 

 

【競技部会】近藤（辰）競技部会長 

１．2021年度駒沢公園優先利用の申込み 

・前年同様に第一球技場８大会、体育館２大会申し込みしました。 

・屋内球技場が2021年12月1日から2022年2月28日まで、床改修工事より利用できませんの

で、インドア２大会を体育館で申し込みしましたが、会場確保が難しいと思います。 

 

２．2021年度の葛飾区奥戸スポーツセンター体育館の申し込み 

・室内選手権大会の会場としての申し込みを、 葛飾区の腰塚理事、森井さんに依頼しまし

た。（葛飾区の調整会議前に正式に申込書を提出する。） 



【強化部会】川上強化部会長 

１．2020年度国体最終予選会 

鹿児島国体の今秋開催が見送られたため予選会も中止とし代替の試合を東ブロック主催で実

施（7/5、7/12） 

 

２．2020年度東京アスリート認定 

以下の5名について認定されました。 

東京都からオリンピック候補選手事業強化費として全国レベルの大会参加の交通・宿泊費等

が補助の適応対象になります。 

・遠藤 周 

・大門 慶悟 

・小林 司 

・矢島 萌音 

・芦田 美弥妃 

 

【普及育成部会】加藤普及育成部会長 

１．トップアスリート発掘・育成事業（11期生対応事業） 

・第1回担当者連絡会を次の日程で開催予定 

※例年、競技体験会後に開催される担当者連絡会で、今年度は、新型コロナの影響で開催が

早まった。 

日 時： 令和2年7月8日（水） 19：00～20：00（予定） 

場 所： Japan Sport Olympic Square 3階 会議室3 

出席者： 加藤 （密をさける為、各競技団体1名） 

議 題： 1）第12期生選考競技体験会について 

・実施にあたっての懸念事項（会場や体験内容等） 

2）第11期生競技別専門プログラムについて 

・状況確認、再開にあたっての問題点、懸念事項、対策等 

7/12 安全講習実施予定 3密をさけるため池袋の70名収容可能な会議室を借り

ている。 

練習場所はこれから確保していく。 

 

２．トップアスリート発掘・育成事業（12期生対応事業） 

・トップアスリート第１２期生の選考について 

合格・不合格通知を送付するにあたって、不合格者に対しての競技別連絡先を昨年と同

様、加藤とした。 

 



・第12期生候補者競技体験実施にあたり、6月13日に、利用申請手続きおよび使用料の納付

を行った。 

会場：江戸川区総合体育館アーチェリー場 

第1回目： 9月22日（火・祝） 

第2回目： 10月18日（日） 

 

３．令和２年度ジュニア育成地域推進事業 

以下の3団体にて実施 

・文京区 

・町田市 

・江戸川区 

墨田区と豊島区は辞退した（新型コロナの影響で今年度は見送り）。 

 

【審判部会】小杉審判部会長 

１．第1回審判員フォローアップ講習会 申込み状況 

・7月12日(日) 小金井にて開催予定。 

・世田谷区より1名申込み 締切りは7月5日までなので応募ください。 

 

7月12日の小金井大会に関して以下の確認があった。 

・参加申込者は現在40名程度 

・イアンセオを利用する。 

・新型コロナウイルス対策で密にならない対応および検温等の作業が多くなるためスタッ

フを多めに確保する。 

・イアンセオのスタッフは役員と同様に扱う（謝金等）、スタッフ人数に関しては松村さ

んが確認し近藤（均）さんに連絡する。 

・コロナ対策等の資材（体温計等）を松村さんから近藤（均）さんに送付する。この件は

中内さんに連絡しておく。 

 

7月5日の駒沢大会に関して以下の確認があった。 

・今年度初めての大会のため強化部会から選手の確認のためメンバーを入れたいとの申し

出があった。補助員として検温を済ませて入場していただくこととした。 

 

【総務部会】 

特になし 

 

 



【関東学連】 

特になし 

 

【東身ア協】 

回答無し 

 

２．協議事項 19；30～21：00 

【理事長】松村理事長 

１．「夢の島」活用作戦・・・8月以降（8/16, 9/21, 9/22, 9/27, 10/19, 11/1) 

①以下の用途の為に、仮予約をしてあります。 

・代替試合 

・強化拠点（日帰り合宿） 

・普及育成拠点（トップアスリート練習） 

・オリパラ準備局に、射場使用具合の確認をしてもらう 

②利用料： 5,110/時間（試合なら50%減免）、 設備(畳)： 500/日 

③現在の造作物の状況については、別紙で確認ください   資料③ 

 

8月以降は利用可能になるため、まとめて予約を行う。 

各部会より希望日時の連絡をお願いします。 

 

２．トップアスリート用防具の件 

①サンプルの様な（タブ、アームガード、チェストガード））を、セレクション参加選手

にあげるつもりで、板橋区の大野さんと北区の蒔田さんの協力の元、材料費程度の金額

で、制作してもらう（1,000円/人以下予算）  

サンプルが十分利用に耐えられることを確認した。以下の要望も伝え制作を進めてもらう

こととした。 

・アームガードの金具は不要 

・タブにカウンターピンチが欲しい 

 

３．リモートアーチェリー大会 （小野寺）      資料 

8/1, 8/2にイアンセオを使ったリモート大会（非公認）があります 

各協会に情報提供することとした。 

 

【競技部会】近藤（辰）競技部会長 

１．東京都ターゲットアーチェリー選手権大会（9/12）について 

・今年度は、大会を開催して無い。年間最優秀選手を決める事ができないので中止にして、 



一般大会として開催しては？ 

選手の強化および審判の経験確保の場としてマッチ選を実施する。 

人数が多い場合は、去年の4月以降の東京都公認1試合の申請点により絞り込む。 

エントリーは、申請点が無くても受け付ける。 

 

9月連休を利用して夢の島を使用することを検討する。  

9月21日練習会（強化） 

9月22日ターゲットアーチェリー選手権大会 

マスターズは光が丘のコロナ対策の利用条件を確認し必要であれば夢の島での実施も検討す

る。 

 また、9月の大会実施に併せてTST記録会を組み入れることを検討する。 

9月連休の使用の可否について確認する（松村）。 

 

・無料券の変更（2,000円、今期内（3/31まで）有効 （松村） 

事前振り込み等で会計処理等に負担が生じる可能性が高いので、2000円券は発行しないこと

とした。有効期限は今期内とする。 

 

２．今年度のインドア大会運営について  

・12月の奥戸スポーツセンター体育館での室内選手権大会の感染防止対策の詳細の検討 

 初めて利用するので、それなりに対策案が必要  

9月事前相談の対策案 

① 参加者数の削減、的数を削減して間隔を６０㎝から？㎝に  

定員 100名（通常であれば150名） 

定員オーバーの対応期間を長くするため締切り日を切り上げる 

② 参加費の当日払いから事前振り込みに変更等。 

受付をスムーズにするため参加費事前振り込み 

 

入れ替えをスムーズに行い密を避けるため表彰式は行わない（5部を除く）成績はイア

ンセオで公開する。 

 

他のインドア大会についても検討の必要あります。 

 

３．2020年度競技予定表（常務理事会確認用）     資料 

夢の島の試合が決定次第日程を追加する。 

7月26日 記録会中止する。 

 



４．２０２０年度東京都フィールドアーチェリー選手権大会要項 （池澤）  資料 

資料の通りで公開することが承認された。 

 

５．保谷運送廃業の件 

・保谷運送より本日連絡があり、預けて有る、都ア協の資材を８月一杯で引き上げて欲し

い。 今年度より、インドア大会会場への資材の搬送はできない。 

2020年度の予定しているインドア大会は、４大会有ります。 

1.資材の倉庫の確保 

2.今後の搬送方法の検討 

 

人員および運搬の安全性、継続的な運用を考慮し、まずレンタルのニッケンとの交渉

を進めることとした。 

 

【強化部会】川上強化部会長 

１．2020年度東京都国体強化事業について 

鹿児島国体の今秋開催見送りやコロナによる影響もあり今年度予定していた事業計画につい

て見直しを行います。 

 

【中止とするもの】 

・7月12日の第1回記録会 

・7月11日、12日の島村一郎杯参加 

・7月24日～26日の忍野合宿 

・9月11日～13日のISPS HANDA CUPへの参加 

今後の予定については7月4日に強化部会のミーティングを行い協議予定。 

 

【検討事項】  

①対象者の選定 

 現時点で少年女子が定員割れの状態のため追加募集を行う範囲・基準等を協議 

②8月15日、16日の光が丘合宿について 

 宿泊は行わない。16日の実施内容を検討。 

③今後の実施計画 

 都体協からの補助金の適用可能期間でできることを検討。 

a. 国体強化は12月まで 

b. ジュニアは3月まで 

   ・夢の島で関東近県の選手呼んで練習会 

   ・つま恋で合宿 



   ・日帰り練習会を数多く実施 

   ・関東近県との交流試合 

 

【審判部会】小杉審判部会長 

１．『新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づく競技会運営手順書』の策定に

ついて日本スポーツ協会、全ア連、都ア協が示した感染拡大予防ガイドラインに基づき、

実際に競技会を運営するにあたり、具体的にどのように手順で行うか記してある。 

なおこの手順書は、実態に合わない、実施不可である等であれば、適宜改訂する予定 

         資料⑤ 

7月5日から運用に使用することとした。 

改善点が生じた場合、今後の大会で対応を進める。 

 

【普及育成部会】 

特になし 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

特になし 

 

【東身ア協】 

回答無し 

 



２都体協総第６８号 

令 和 ２ 年 ６ 月 1 5 日 

各加盟団体長  殿 

 

公益財団法人東京都体育協会 

    理事長  並木 一夫 

（印章省略） 

  

（公財）東京都体育協会 各委員会委員の選出について（依頼） 

 

 

日頃から本協会諸事業にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、貴会から選出いただいている本協会各委員会委員の任期が間もなく満了い

たします。 

つきましては、次期委員の選出届を下記のとおりご提出くださいますよう、お願

いいたします。 

 

記 

１ 代表者委員 

  別紙１「代表者委員名簿」をご確認いただき「代表者委員選出届」をご提出くだ 

さい。 

  対象団体：加盟団体１１１団体 

 

２ 体育大会委員 

  別紙２「体育大会委員名簿」をご確認いただき「体育大会委員選出届」をご提出 

ください。 

  対象団体：競技・種目団体３２団体及び地域団体５９団体 

 

３ 競技力向上委員 

  別紙３「競技力向上委員名簿」をご確認いただき「競技力向上委員選出届」をご 

提出ください。 

  対象団体：競技団体４１団体 

 

４ 各委員の任期について 

  令和２年６月２９日から令和４年６月定時評議員会終結の時まで 

各委員の任期は、役員の任期と原則として同一です。 

  ※役員の任期：選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任は妨げない。（本協会定款第 28条） 

 



５ 提出期限 

  令和２年６月２６日（金曜日） 

 

６ その他 

  選出届を提出後、任期途中で委員の変更が生じる際は、「委員変更届」をご提出く 

ださい。 

 

※様式の電子データをご希望の際は、本協会ホームページからダウンロード出来ますので 

ご利用ください。           

 

 

【担当】 公益財団法人東京都体育協会  

総務課 成田 

                  Tel.03-6804-8243 Fax.03-6804-8263 



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

全ア連 総会
総務 全ア連登録 〇 〇 〇 〇登録連絡配信

都ア協登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇会員証発注
書記業務 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
会議室予約 次年度日程計画 次年度日程決定 次年度日程配布
スタッフコート 配布・補充 配布
試合保険 保険清算 役員名簿提出
スターバッジ 発行数集計
会計 年度末決算
事務局 全国事務局長会議

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 年間予定確定
練習会・合宿  忍野合宿 （栃木）
要綱・動員  国体予選  国体最終予選 国体記録会③

 国体記録会①、②
普及育成 TA11期生 練習  ①②四商  ③光が丘 ⑤光が丘 ⑨⑩光が丘 ⑪⑫⑭光が丘 ⑮光が丘 ⑰ ⑱光が丘 ⑲㉑四商

 ④中止  ⑥⑦⑧忍野 ⑬小中学生大会 ⑯四商 ⑳東ブロックインドア
TA12期生 体験P ①江戸川  ②江戸川 ②江戸川 受講生決定 プログラム確定

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
ｼﾞｭﾆｱ育成指導者講習会

競技会公認申請 申請料支払い 年間競技予定確定 公認申請準備
会場予約 駒沢インドア 公認申請 2021年分回答待ち

葛飾インドア  (4/1～4/10) 2021年分申請済み

町田ンドア ?

直轄競技 要綱・動員  関東地区予選 フィールド選手権 ターゲット選手権 東京都室内選手権 東京インドアオープン

ブロック競技 要綱 町田インドア

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

審判派遣 学連  学連フィールド向け  フロンティア  フィールド 個戦：小杉 高柳杯 インドア：1名 学連フィールド向け
 安全講習会 インドア設営：1名 安全講習会

東身ア協  障スポ
高体連  関東高校 関東高校選抜：4名
関東ア連  審判委員会  関東地区小中学生  関東ターゲット TST関東 定期役員総会

関東F
都体協 代表者会議
国体  関東ブロック大会  国体
全ア連  全日F  全日社会人T  全日小中学生 HANDA CUP 全日T 全国指導員・審判員 全日インドア

全日社会人F インカレフィールド ルール講習会@滋賀

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

イアンセオ準備
打ち合わせ
購入
導入実験 駒沢、小金井

2020年6月29日現在
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●試合の70m的位置と危険ゾーンの位置関係 2020年6月18日

　←オリパラの鉄パイプ組

＜夢の島公園アーチェリー場＞

SL側
 ←フェンス

歩道

＜小金井公園弓道場＞

SL側

キーワード
①既設３会場の危険ゾーンの高さは３ｍ
②競技で危険ゾーンを越える事は？
③競技で危険ゾーンを越えて、ホードまで行った事は？

＜光が丘公園弓道場＞
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新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにもとづく競技会運営手順書 

1 競技役員の心得 

 新型コロナウイルス感染拡大予防を行いながら競技会を運営するために、(公財)日本スポーツ協会

が示した「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防のガイドライン」、(公社)全日本アーチェリー

連盟が示した「全日本アーチェリー連盟主催のイベント開催における感染予防策について」、および東

京都アーチェリー協会が定めた「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にもとづき、安全に競

技会を開催するために競技役員や参加選手に守っていただきたい留意点をまとめました。 

 感染予防には競技役員だけが頑張るのではなく、参加選手に順守すべき事項を明確にして協力を求

めることが必要です。これを理解いただけない選手、約束事を守れない選手には、他の選手の安全を

確保するために、途中退場を求める場合もあり得ることを覚悟してください。 

 競技役員、参加選手で一致団結して感染防止に取り組み、安心して楽しめる競技会を実施しましょう。 

2 競技役員の留意事項 

2.1 参加申込み受け付け～競技会当日までの準備 

 左射ちの選手には申込書の備考欄に『左射ち』と記載してもらう。 

 左射ちの選手と右射ちの選手が正対しないように立順を組む。的の都合でどうしても正対が避

けられない場合は、1 人分以上間を空ける。 

 エントリー担当者は、参加申込み確定メールを送付する際、体調不良の際は無理をせず大会を

欠席すること、およびその際には『体調申告書』を提出することにより、参加費の支払いは免除

されることを、注意事項として伝える。 

 競技役員の動員は、当日欠席を見越して人数に余裕をもって集める。競技役員も選手同様、体

調不良の際は無理をせず欠席するように伝える。 

 競技役員の欠席により、大会当日、1 級審判員が一人もいなくなる場合は、できるだけ早く都ア

協審判部会長の小杉まで連絡すること。 

連絡先：０８０－５５３４－９０８１(小杉理加携帯) 

2.2 大会当日－競技役員集合～受付 

 競技役員は所定の場所に集合し、まず検温担当者を決め、先に会場に入ってもらう。検温担当

者の準備が整ってから、競技役員が入場し、検温および『体調申告書』の記入を行う。『体調申

告書』に一つでも『有』または体温が 37.5 度以上ある場合は、速やかに帰宅していただく。
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 検温担当者は２人１組で、一人が体温測定し、もう一人が『体調申告書』に体温を記載して選手

に手渡す係となる。体温が 37.5 度を超える選手がいたら、名前を確認してその場で検温担当者

が『体調申告書』に必要事項を記入し、参加費は徴収せずに速やかに帰宅していただく。

 検温担当者は選手の密集を避けるため、初めは 2 組以上で検温を行い、様子を見て数を減らし

ていく。また、非接触型の体温計は風などの影響を受けて正確な温度が計測できなくなるため、

風雨の当たらない場所で検温を実施する。

 受付は『三密』を避けるため、できれば屋外に設ける。受付では選手から『体調申告書』と一緒に

参加費を受け取る。金銭の受け渡しを選手と直接行わないようにするため、必ず専用トレーを用

意する。

 受付および検温場所には手指消毒用のアルコールまたは微酸性電解水を配備する。

 受付および検温担当者は、飛沫感染防止のため、フェイスシールドとゴム手袋を着用する。フェ

イスシールドは使いまわしはせず、審判員各自で用意するか、審判従事初回のみ主管ブロック

で用意したものを配付するようにする。

 選手および競技役員の『体調申告書』は受付にて取りまとめ、スコアカードと一緒に 1 か月間保

管する。 

2.3 会場設営～開会式 

 会場設営の際は、マスク着用を求めない。選手が密集しないよう、競技役員が設営の動線を管

理する。 

 WL 後方の選手待機エリア、DOS 席に手指消毒用のアルコールまたは微酸性電解水を配備す

る。 

 開会式でマイクを使用する際は、使用者にマスクおよびゴム手袋の着用を義務付け、マイクは

使用後アルコール除菌シートなどで消毒する。 

 開会式は選手は集合させず、その場で選手同士の距離を取って実施する。 

 都ア協作成のガイドラインおよび競技上の注意などは事前に紙で用意して会場内に掲示するこ

とで、開会式の時間短縮に努める。 

2.4 用具検査 

 用具検査は従来通り、AB 立は 3mL、CD 立は SL、EF 立は WL に選手を並べて行う。審判員は

マスクおよびゴム手袋を着用して選手の 1ｍほど前方に立ち、用具には触れないよう注意して検

査を行う。 

 用具検査は次の手順にて行う。 

① 選手確認（会員証チェックは省略） 

② 服装（帽子、飲み物チェックも一緒に行う） 

③ 弓…審判員にフェイス側を向けて目の高さまで持ち上げてもらう 
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④ 矢…すべてクイバーから出して、名前が書いてある方を上にして見せてもらう 

⑤ タブ/リリーサー…タブは取りかける部分の皮を伸ばして見せてもらう 

2.5 競技中－審判員の場合 

 審判員は椅子を並べて着席する際には、椅子の間隔を 1ｍほど空ける。 

 熱中症対策のため、選手が行射中は審判員のマスク着用を求めない。 

 審判員はインカムを使用する際、イヤホンマイクは使いまわさない(その試合でのイヤホンマイク

の使用する人を固定する)。イヤホンマイクは使用前、使用後それぞれアルコール除菌シートな

どで消毒する。 

 選手に看的で呼ばれた場合には、密接しないよう、選手を的から遠ざけて安全な距離を確保す

る。 

 審判員は次の作業に移る前には必ず手指の消毒を行うこと。 

2.6 競技中－DOS、計時係の場合 

 DOS および計時係はマイクを使用する際、マスクを着用する。使用後はアルコール除菌シートな

どで消毒する。 

 DOS および計時係は、信号機のコントローラーを操作後、ボタン等をアルコール除菌シートなど

で消毒する。 

 DOS および計時係は、できれば放送担当者、信号機担当者を決め、複数人がマイクやコントロ

ーラーに触れないようにする。 

2.7 競技終了～閉会式 

 スコアカードは選手から直接受け取らず、回収ボックスを用意して提出してもらう。その際、審判

員はスコアカードの確認ができないので、名前や合計点の書き忘れがないよう、選手自身が充

分確認してから提出するよう、告知しておく。

 確認用の成績表を掲示する際は、選手の密集を避けるため、掲示する場所を増やす。

 閉会式では入賞者にバッジを直接渡さず、机の上に並べておいて、選手に取りに来てもらう。

 会場で使用した手指消毒用のアルコールまたは微酸性電解水、アルコール除菌シート、体温計

については、ブロックごとで管理する。

3 選手への注意事項 

 新型コロナウイルスだけでなく、熱中症に対する注意も必要であるので、少しでも体調不良を感

じた際には、朝の体温が 37.5 度以下であっても、試合を欠席すること。 
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 熱中症予防のため、マスク着用は強制しないが、咳エチケットや会話する際の距離に注意する。

また大きな声での応援、あるいは残り 10 秒のカウントダウン等はしない。 

 スコープの共有は目からの感染予防のため、極力避ける。 

 採点の際、感染予防のための特別措置として、スコアーを記入する選手、端末に入力する選手

を固定する。その際、必ず同的の選手全員で得点の確認を行うこと。(審判長が必ず競技前に説

明する) 

 


