
理事会議案 

日  時 2020年9月2日  

場  所 渋谷区スポーツセンター 第3会議室 

注  記 議長：松村、書記：成田   

欠席：三井 駿典（関東学連）、神谷 千恵子（東身ア協）、近藤 均（副会長） 

 

出席者(敬称略)：13 名 
顧問:鈴木 清治、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、関東学連: 巽 遼太郎、書記：成田 英司 

 

Ⅰ．報告事項 

【理事長】松村 

１．「スポーツ活動継続サポート事業」の申し込み（調査継続中） 

 

２．東京都体育協会 競技団体のヒアリング（8/19）      資料① 

都体協会議室にて： 都体協（小島様、入間川様、貞清様、斉藤様）、松村出席 

・都ア協の新型コロナウイルスのせいで、予算を使い切るのは難しいと考えられるが、計画変更は

常に受付けているので、出来るだけ有効に使って欲しい。 

 

３．夢の島公園アーチェリー場と安全対策やコロナ対策の打ち合わせ（8/21） 

夢の島公園熱帯植物園にてオ： リパラ準備局（松井様、浅野様、渡辺様）、日比谷アメニス（今

成様）、鈴木顧問、松村 

・都ア協の新型コロナウイルス感染拡大対策ガイドラインの提出 

・ポストオリンピックの射場利用を見据えて、オリパラ準備局様には試合会場にご足労頂き、競技

への理解を深めて頂く。 

・オリパラ準備局からの個別要求事項 

①来場者の住所・氏名・年齢・連絡先の提出要求  ⇒（協議事項）ガイドラインと、体調申告

書の改版にて対応 

②感染防止徹底宣言 虹ステッカーを会場に掲示要求  

③来場者の「東京版 新型コロナ見守りサービス」への登録依頼  

・強化部9/20利用分については申込済み（利用料支払い9/3まで） 

・倉庫内の備品明細書・・・不足分の確認をお願いします。    資料② 

会議中に以下の資材が不足している指摘があった。 

〈信号機・的板・吹き流し（No.27 吹き流し用ポールとのみ記載されている）・風見旗〉 



上記以外の資材があれば連絡ください。 

倉庫内の物を全て使用可か確認する。 

また、9月２０日に倉庫内を 確認してリストに加える 

 

9月20日の準備について 

・直角出しは当日に実施する 

・参加者：約40人（強化、アスリート参加者） 

・参加者の手書きの体調申告書を提出する（個人情報の観点からリスト化はしない） 

・的紙：現在の在庫のものを使用する（当日、松村さんが搬送する。必要数を連絡ください） 

 

【競技部会】近藤（辰） 

１．ターゲット選手権大会のエントリー状況 

・締切日は、３日ですが、９月２日現在の申込者数は、30名です。 

内訳：CP女子3名 CP男子11名 RC女子5名 RC男子11名  

２．東京都室内選手権大会（12/19-20）の準備 

・９月中に奥戸スポーツセンター体育館と事前打ち合わせをし、大会要項の作成をする予定。 

日程を調整し関係者に連絡する。 

3．保谷運送からの機材移動 （松村報告） 

・鈴木顧問、近藤副会長、巽（学連）、三井（学連）、松村で、チャーター便に積込み移動完了

（8/27） 

・保谷運送より8月までの保管料精算の請求書発送済み 

・三八五運送と契約済み（契約書添付）、2021年3月までの保管料を支払う。  資料③ 

・三八五運送への配送依頼（チャーター便申込書）は、メール送信で依頼する。 資料④ 

原本を必要者に配布する。資料の黄色ハイライトのアドレスに連絡してください。 

 

【強化部会】川上 

１．2020年度強化事業第1回記録会 

8月16日(日）に光が丘で今季最初の強化事業を実施。 

 

RC少年女子       

1 芦田 美弥妃 540 国際基督教大学高校 

2 森 愛恵  522 国際基督教大学高校 

3 二ノ井 みりか 492 松が谷高校 

4 長谷川 美咲 436 第四商業高校 

5 肥沼 美幸  304 日本体育大学桜華高等学校 

 



RC成年女子  

1 矢島 萌音  637 日本体育大学 

2 木村 美保  614 日本体育大学 

3 高木 陽菜  538 早稲田大学 

 

RC少年男子 

1 吉田 健人  582 駒場東邦中学校 

2 高橋 瞬  570 日本工業大学駒場高等学校 

3 新家 朝陽  566 駒場東邦高校 

4 原本 啓匠  562 駒場東邦高校 

5 中島 大  553 町田市 

6 浅井 裕貴  549 日本工業大学駒場高等学校 

7 吉田 大輝  527 駒場東邦高校 

8 松原 慶弥  527 駒場東邦高校 

9 福井 涼太  489 早稲田大学高等学院 

 

RC成年男子 

1 中川 雄介  649 一橋大学 

2 小林 司  638 日本体育大学 

3 大倉 秀太  634 専修大学 

4 遠藤 良祐  632 世田谷区 

 

選手21名、スタッフ10名で午後のチームビルディングのアクティビティ含め 

各個人が持参した飲料を除き強化で用意した飲料は 

スタート時点 ： ポカリ6リットル、麦茶1.5リットル、水2リットル  ・・・9.5リットル 

前半終了時点 ： ポカリ4リットル、麦茶3リットル、水2リットル  ・・・9リットル 

競技終了時点 ： ポカリ4リットル、麦茶3リットル、水2リットル  ・・・9リットル 

昼休み後 ： ポカリ2リットル、麦茶4.5リットル、水2リットル  ・・・8.5リットル 

合  計 ： ポカリ16リットル、麦茶12リットル、水8リットル  ・・・36リットル 

もう少し多くてもよかったかも。 （1人あたり１.5~２L必要） 

 

【普及育成部会】加藤 

１．トップアスリート発掘・育成事業（11期生対応事業） 

・専門プログラム実施スケジュール 

第5回目合同練習： 8月16日（日）9：00～12：00 場所：光が丘公園弓道場で実施 

第6回目合同練習： 8月30日（日）9：00～12：00 場所：都立第四商業高等学校アーチェリー



場で実施 

第7回目合同練習： 9月20日（日）9：00～17：00 場所：夢の島公園アーチェリー場で実施予

定 

・状況確認面接（中間面接） 

日時：令和2年8月23日（日） 9：30～12：45 場所：日本大学文理学部 1号館3階 

出席者：小野寺先生、糸園先生 

実施内容 

1） 9:30～11:30 第11期生との面談 

2）11:30～12:00 育成委員との情報交換  

3）12:00～12:45 第12期生競技体験会状況確認及び説明 

２．トップアスリート発掘・育成事業（第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 

第一次選考合格者 32名（男子19名、女子13名） 

この中からアーチェリー体験者は、次の人数が通知された。 

第1回（ 9月22日）：20名（男子9名、女子11名）※男子1名、女子1名が、一回のみ参加 

第2回（10月18日）：18名（男子8名、女子10名）※全員が2回目参加 

実人数は、男子9名、女子11名の20名なので、防具を20名分準備する。 

指導員：女性3名の追加が必要 

 

【審判部会】小杉 

１．審判員資格更新 

第2回受付分 2級1名、3級4名審判員証送付完了 

名簿：近日中に各ブロック担当に送付予定 

２．全国指導者・審判員ルール研修会 

8月29日(土)～30日(日) 三重県津市にて開催 ⇒小杉が出席した 

当日のビデオが全ア連のホームページで公開される予定（時期は未定） 

３．関東地区審判委員会 

8月29日に引継ぎを行った 

４．競技規則改訂に伴う伝達講習会について 

会場の入場制限が30名から40名に緩和されたため、荷物が多くて持ち帰り困難な加盟団体に

ついては、代表者の他にもう1名参加を認めることとした。 

 

【総務部会】 

特になし 

 

 



【関東学連】巽 

１．個選予選実施 

8月5日(水)～7日(金) に、はらっパーク宮代にて実施。 

２．個選本選実施 

8月19日(水)～20日(木) に、はらっパーク宮代にて実施。   

⇒小杉様に一級審判として来て頂きました。誠にありがとうございました。 

 

【東身ア協】 

特になし 

 

Ⅱ．協議事項 

【理事長】松村 

１．夢の島公園アーチェリー場利用開始対応について 

①申込チェックリスト、及び書類一式      資料⑤ 

②新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインと、体調申告書の改版  資料⑥ 

改版について、問題ないことを確認した。 

③大会要項への追加事項案 

当面の間、競技者の引き方・戻し方角度についての規則（全ア連競技規則2018～2019：第

205条（行射及び進行）9）は、特に重要な取扱いと致します。選手は、日頃の練習で第3者

による確認をしておくこと。 

事故防止の観点のため、上記を要項に追加することとした。 

 

④学連利用の為の事前研修（都ア協大会にスタッフとして参加）の要不 

9月20日の参加者を後日連絡する。 

 

【競技部会】近藤（辰） 

１．東京都ターゲットアーチェリー選手権大会（9/13）の運営について 

・参照： 2020年度役員及び進行予定表      資料⑦ 

・的紙： 未発注 

・メダル： 未発注 

・賞状： 

・予選用スコアカード、決勝用スコアカード： 

・トーナメント表： 

的：14的 間隔：3mで配置図を作成し関係者に送付する。 

審判員：審判部会で不足する場合、競技部会から参加いただく。 

DOS、計時係は3名とする。 



入賞メダル：例年と同様に手配する。女子1位のみ 男子3位までとする。 

スコアカードおよびトーナメント表：イアンセオで対応  

得点版、縦ラインが必要 

的紙およびライン：鈴木さんが搬送 

審判員メンバーを連絡する 

体調申告書の提出（当日検温）  

現金集金あり（領収書必要） 

   

２．室内選手権大会参加費の徴収方法について 

・受付時の密を避ける為、事前振り込みを検討したが、感染拡大予防ガイドラインに以下の記

載が有り、後日返金が発生する可能性が大なので、受付時、選手の代表から取り纏めて受け

取る従来通りとする予定 

東京インドアで事前振り込みを行うため、東京室内でも事前振り込みで対応することとした。 

当日、体調が悪くキャンセルする場合、受付時に返金振込先の提出を求めることとした。 

 

・大会開催の注意事項に 

②当日体調不良を感じた場合は、無理せず欠席する事。 

③欠席した選手は、後日、所属協会から「体調申告書」を、大会エントリー担当者に提出す

る事により、参加費を免除される。 

 

2.大会当日 

⑤選手は「体調申告書」を記入の上参加費を添えて受付する。 

「体調申告書」に、一つでも「有」または、体温が３７．５℃以上の場合は、 

大会に参加することは出来ない。また、競技場内に留まることも出来ない。 
この場合、選手に参加費の徴収を求めない。 

 

【強化部会】 

１．2020年度強化事業について（松村確認） 

・11月1日（日） 公認記録会及び特別講師による講演⇒夢の島で予約できます。 

11月1日の予約を行う。事業計画書を川上さんに送るので記載してください。 

 

・その他3月末までの夢の島利用計画がある場合、連絡ください。  

 

【審判部会】小杉 

１．競技規則改訂点および都ア協としての運用について   当日資料⑧ 

(3)(7)については以下の様に対応することとし、その他の項目については資料の通りとした。 



(3):クラス分けカードに関しての情報は、エントリー時に参加申込書（自己申告）に記載しても

らうこととする。大会当日のカードの提示は求めないこととする。 

(7):適用は2021年4月1日から行うこととした。 

 

２．1級公認審判員 都ア協の現状および増員のための対策    資料⑨ 

2020年度都ア協登録の1級審判員数は16名。うち高体連関係者を除くと12名しかいない。 

このまま人数が増えないと、5年後には70歳代が5名、60歳代が3名となり、高齢化が進む。 

都ア協として、これから5年間で集中的に1級審判員の人数を増やすため(できれば各ブロック1名

以上)、 

以下の都ア協負担を検討していただきたい。 

① 1級審判員認定試験の受験料(3,000円) 

② 1級審判員登録料(5,500円) 

③ 東京都以外で認定試験が実施された際の交通費、および宿泊費(前泊が必要な場合) 

④ 試験合格後の実務研修を受ける際の交通費(宿泊費は全ア連負担) 

 

上記の対応により、1級審判員の確保を行うこととした。  

 

３．第2回審判員フォローアップ講習会      資料⑩ 

10月25日(日)の東京都小学生・中学生大会（夢の島アーチェリー場開催）で実施したい。 

10月25日は夢の島で実施することとした。 

10月25日の光が丘の予約については、強化の練習を検討し、予定がなければキャンセルする

こととした。 

 

【普及育成部会】 

１．第13 回 東京都小学生・中学生アーチェリー大会要項     資料⑪、⑫ 

大会要項を承認した。 

事業計画書を送るので記載し提出してください。 

 

【関東学連】 

１．2020年度 第7回高柳杯(11/14)への一級審判派遣依頼資料⑬ 

11月14日(土)はらっパーク宮代で開催 

次回の理事会で回答する。 

２．夢の島アーチェリー場の使用について（松村確認） 

11月6日(金)～8日(日)の使用予約は可能です。 

資料を送付し検討いただくこととした。 

 



【総務部会】 

特になし 

 

【東身ア協】 

特になし_ 
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東京都アーチェリー協会審判部会

2020.8.10

東京都アーチェリー協会　1級公認審判員に関するデータ

1級公認審判員　実態

東京都 東 西 南 北

12名 3名 3名 4名 2名

60.08歳 50歳 59.3歳 64歳 68.5歳

74歳

45歳

2019年度　競技会実績

ブロック主管 31試合

加盟団体主管 ３試合

都ア協主管 4試合

全ア連非公認 4試合

審判派遣 7試合

105日 ※大会委員長は除く

9.5日

20日

5日

1級公認審判員　年齢分布

年齢分布

70歳代 60歳代 50歳代 40歳代

2025年度 5 3 4 0

2020年度 1 6 3 2

最多出役

最少出役

平均年齢

最高齢

最年少

2020年度登録人数(高体連除く)

競技会数

1級審判員出役延べ日数※

一人当たり平均出役日数

5

1

3

6

4

3

0

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2025年度

2020年度

70歳代 60歳代 50歳代 40歳代
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2020 年 9 月 2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 巽 遼太郎 

 

 

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 第 7回高柳杯を 2020 年 11 月 14 日(土)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、

本事業の開催の為、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。 

 

事業名 ：2020 年度 第 7回高柳杯  

日程  ：2020 年 11 月 14 日(土)  

場所  ：はらっパーク宮代 

依頼事項：一級審判員 1 名の派遣 

 

 

以上 
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