
理事会議案 

日  時 2020年9月30日  

場  所 渋谷区スポーツセンター 第1+第2会議室 

注  記 議長：松村、書記：成田   

 

出席者(敬称略)：27 名  

【副会長】近藤(均) ＜小平＞  

【会計】中田＜千代田＞ 【顧問】鈴木＜世田谷＞ 

【理事長】松村＜世田谷＞ 【副理事長】池澤＜町田＞【事務局長】祝迫＜小平＞ 

【東】堀＜千代田＞・植木＜港＞・小林(保)＜台東＞・加藤＜江東＞・成田＜葛飾＞・ 

小杉＜江戸川＞・折原＜文京＞・石渡＜中央＞ 

【西】・澤口＜青梅＞・中内＜小金井＞・古橋＜日野＞・福士＜東久留米＞ ・斉藤＜西東京＞ ・

浅見＜八王子＞ 

【南】礒＜目黒＞・飯泉＜渋谷＞・牧田＜多摩＞ 

【北】近藤(辰)＜新宿＞・小野寺(吉)＜豊島＞・山本＜北＞・川上＜練馬＞ 

【東身ア協】欠席  【関東学連】欠席 

 

 

１．報告事項 19：00～19：20 

【理事長】松村理事長 

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．資料更新（都ア協年間都ア協収支明細）      資料① 

資料①は会計の帳簿（9/3現在）と照合済み。今後も会計帳簿と照合した収支明細を提供

していく。 

 

【競技部会】近藤（辰）競技部会長 

１． 奥戸スポーツセンター体育館での室内アーチェリー選手権大会事前打ち合せ 資料② 

・新型コロナ対策による大体育室の入場制限があり、選手および役員を合わせて90名に

する必要がある。 

・大体育室は、完全入れ替えで実施する。 

・館内は、飲食禁止（水分補給の飲料は除く）。 

 

【強化部会】川上強化部会長 

１．2020年度 東京都アーチェリー協会強化事業公認記録会② 

初めての夢の島での開催となりましたが大きな問題なく実施することができました。 



 

 

【少年男子】      【少年女子】    【成年男子】         【成年女子】 

1 隅岡 将輝 599      1 駒場 りよ 523    1 小林 司 640   1 木村 美保 600 

2 高橋 瞬 566       2 森 愛恵 522    2 中川 雄介 613   2 矢島 萌音 590 

3 田中 陽都 559      3 二ノ井 みりか 463    3 遠藤 良祐 601  3 高木 陽菜 558 

4 福井 涼太 544      4 長谷川 美咲 448    4 大倉 秀太 594 

5 吉田 健人 533      5 肥沼 美幸 409 

6 吉田 大輝 518 

7 中島 大 517 

8 新家 朝陽 517 

9 原本 啓匠 509 

10 浅井 裕貴 502 

11 松原 慶弥 446 

 

【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） 

・専門プログラム実施スケジュール 

第7回目合同練習： 9月20日（日）9：00～16：00 

場所：夢の島公園アーチェリー場 

強化部と合同練習 

第8回目合同練習： 10月11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予定 

第9回目競技参加： 10月25日（日）第13回小学生・中学生アーチェリー大会参加予定 

場所：夢の島公園アーチェリー場  

 

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）の中からアーチェリー競技体験者は、次の

人数の参加があった。 

第1回（ 9月22日）：14名（男子5名、女子9名）で実施した。 

20名の予定が、辞退：男子1名、欠席：男子3名、女子2名。 

※感染防止対策として、各自が使用した防具およびストリングは、 

次回も同じ防具を使用するように個別に袋に入れての管理とした。 

第2回（10月18日）：18名（男子8名、女子10名）実施予定。 

 



３．令和２年度ジュニア育成地域推進事業 

・第13回小学生・中学生アーチェリー大会（10月25日（日）） 申込状況（9月29日現在） 

中学生：32名 小学生：12名 トップアスリート第１１期生：7名 

合 計：51名 

 

【審判部会】小杉審判部会長 

１．競技規則改訂に伴う伝達講習会 

9月26日(土)新宿スポーツセンターにて開催 

代表者対象：34名、個人対象：13名 

競技規則 ポケット版：319冊、Ａ4版：22冊を販売 

9月30日現在、まだ入金されてない協会がありますので至急対応ください。 

 

２．夢の島アーチェリー場 設営視察 

9月20日(日)強化部練習会にて 小杉、澤口が視察 

設営の手順等を確認。10月25日(日)の小中学生大会までには、設営手順書を作成予定 

 

３．第2回審判員フォローアップ講習会 申込み状況 

10月25日(日)夢の島アーチェリー場にて開催予定 

申込者：1名(9月23日現在) 

定員は10名程度のため、参加申し込みを受け付けております。 

審判経験がない審判有資格者の方の参加を促してください。 

 

４．イアンセオ導入実施記録 

堀さんからの報告。イアンセオの導入記録、および今後の予定等をまとめた  資料③ 

今年はコロナの影響で十分な検証を行えないところもあったが、来年は講習会等も検討し

たい。 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

特になし 

 

【東身ア協】 

特になし 

 

 



近藤副会長：10月4日開催の小金井大会は、入場制限を設けない（小金井公園に確認済み）。

参加者は100名を超える状況のため、密対策が必要となる。ウエーティングラ

インを特別に複数設け選手が距離を保てるよう対策を行う。試合の状況を見て

今後の運営方法を検討する。 

 

近藤（辰）：光が丘公園アーチェリー場は入場制限が50名に制限されている。公園責任者に

今後の状況を問い合わせたところ、都ア協から要望書（感染症対策等）を提出

すれば、制限緩和が検討されることが確認できた。 

 

練馬に対しても要望書を提出する必要があるので、光が丘および練馬への要望書を提

出し制限緩和の検討を進めていただくこととした。 

要望として、3立ちで実施した場合の最大人数とする。 

 

２．協議事項 19：20～20:45 

【理事長】松村理事長 

１．大会準備のリードタイムの確保のお願い 

フィールド選手権、ターゲット選手権と無事終了しましたが、ギリギリまでスタッフ用文書

（必携、立順）が出来上がっていませんでした。以下のリードタイムを基準に準備するよう、

各部署ご協力お願いします。 

要項2ヶ月前 

人員配置1ヶ月前 

必携・立順１週間前 

コロナのため事前打ち合わせが行いにくい状況にあるため、時間に余裕をもったスケジュ

ールをお願いします。 

 

２．強化部会公認記録会について （9月20日実施） 

コーチは審判員にカウントできません。公認申請するためには審判員とコーチを区別して下さ

い。 

 

【競技部会】近藤（辰）競技部会長 

１． 室内アーチェリー選手権大会 

① 要項案/指定申込書       資料④ 

参加資格に高体連の記載の追記が提案されたが、高体連は都ア協を通して全ア連に登

録されていることから資料④の通りとすることにした。 

 

10月中旬頃に配信したいと思います 



 

②大会運営について 

1. 的数、脚数、畳の数 

１畳に4的を設置（ABCD立ち）、畳は20畳 

 

2. 役員数について 

審判 5名 選手80名 

 

2. 選手以外の関係者の観覧について 

ジュニア等に対して付添いが必要であることから、選手以外の関係者は都ア協担当者

が入場を確認し管理することとした。 

 

4. 入場時間の制限にについて 

受付開始から競技開始までとする。 

選手以外の関係者も選手と同じ入場時間を原則とするが、時間外での入場者に対して

体育館側に誘導を依頼できるか確認することとした。 

 

5. 入場時間と受付時間が重なるので人員数の配置について 

受付を２Fに設置できるか、体育館側に確認する。 

２Fで受付可能な場合、体育館内の担当と分けて設置する。 

 

6. 選手の入れ替え時間について 

体育館内の総入れ替えが必要なので選手の入れ替え時間が少なくなる、選手への事前

説明を行い迅速な行動を促す必要がある。時間に関しては競技部会で検討していただ

く。 

 

・設営：12月18日（金）設営人数20名が必要 主に東ブロックより人員を出していただ

く。 

・審判は、審判部会に選出してもらう。 DOSは、競技部会から選出する。 

・表彰式は行わない。入賞者には各自でバッジを取りに来てもらう。 

・用具検査の時間を記載する。 

・２Fに用具検査所をつくり、前の試合が終了したら、体育館内に全ての荷物をもって

降りていただく。（専任の役員を設ける）  

・表彰の記載は、「各部の表彰は参加人数により決定いたします。」とする。 

・申込書は、右・左打ちの欄を追加し、第3希望まで記載する形式にした 

・1校25名までの参加とした。（問い合わせに関しては、個別に対応する） 



 

 

【強化部会】川上強化部長 

１．10月25日の光が丘での強化事業について 

小中学生大会が夢の島での実施となったことに伴い、10月25日(日)の光が丘で強化事業を実施

する予定です。 

コロナで中止となった公認競技会が残っていればそれを使わせていただけないでしょうか。 

 

公認競技会とすることを承認した。 

 

【審判部会】小杉審判部会長 

１．1級公認審判員資格取得候補者推薦のお願い 

9月理事会の継続。1級公認審判員を増やすための具体策。各ブロックから候補者を推薦してい

ただき、審判部会資にて資格取得までサポートする。    資料⑥ 

 

・推薦の条件から、「③現在の都ア協理事以外の方」を削除し、年齢制限は70歳未満とす

る。 

・ブロックで取りまとめ、選出していただく。 

 

２．補助用具を使用するパラ競技者の記録の公認について 

9月理事会の差し戻し。補助用具を使用するパラ競技者の記録公認についての詳細が記載され

た全ア連と日身ア連の連名による文書が発信された。    資料⑦ 

これによると、日身ア連の会員証裏面に、使用できる補助用具が記載されているとのことなの

で、今後は補助用具を使用するパラ競技者は、日身ア連の会員証の確認を行うこととする。 

日身ア連に登録していないパラ競技者は、補助用具を使用して競技会に参加できるが、記録は

公認しない。 

 

都ア協の対応： 

日身ア連の会員証の取得にどの程度時間を要するか確認する。 

日身ア連の会員証の所得のために要する時間を含めて各協会に都ア協の対応をアナウン

スする。 

 

都ア協の方針： 

・クラス分けカードを所有しない競技者には、日身ア連の会員証を提示いただく。 

・クラス分けカードあるいは日身ア連の会員証を取得していない場合、試合への参加は

可能だが記録は公認しない。 



・試合当日にカード（会員証）を忘れた場合は、競技会に参加いただくが、指定した期

限内にカード情報を提出することを要求する。選手が出さなかった場合、記録は公認

しない。 

 

・都ア協の経過措置：12月1日以降に開催する競技会から実施 

・各協会は、試合参加選手の日身ア連の会員証の登録を確認する。 

・申込書の備考欄に補助用具を記載する旨の文書を追記する。 

 

ベアボウ検査器具を準備しているので、弓具検査に使用してください。 

 

【普及育成部会】 

特になし 

 

【関東学連】代理 松村理事長 

１．2021年度 関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会(12/10,11)への一級審判派遣依頼 

小杉さんを派遣することとした。 

資料⑧ 

関東学生アーチェリーインドアの機材の搬入手配 について以下の確認が必要 

・担当者および連絡先 

・的数の確認 

・設営（前日）の時間を確認する 

 

高柳杯(11/14)への一級審判員の派遣について（9月2日理事会での依頼事項） 

堀さんを派遣することとした。 

 

【総務部会】飯泉総務部会長 

１．2021年度理事会等予定             資料⑨ 

修正点 

・7月14日→7月7日 （会場の変更の可能性あり） 

・役員選考委員会は、2021年2月 

・理事・評議員推薦依頼は2020年12月 

 

11月29日の渋谷区確定を待って連絡する。 

 

【東身ア協】 

特になし 



年度東京都室内アーチェリー選手権大会 事前打ち合わせ報告

年 月 日

奥戸スポーツセンター体育館会議室

競技部会長 近藤辰夫

出席者

葛飾区奥戸スポーツセンター体育館；館長 飯田敦様、副館長 山﨑裕佳様

葛飾区体育協会：腰塚幸男様

葛飾区ア協：森井與志冨様

都ア協：松村晃志理事長、鈴木清春顧問、近藤辰夫競技部会長

打ち合わせ結果

 入場者数、大体育室： 名以内、観覧席： 名以内とする。

選手、役員、監督・コーチ・引率者の体育室への入場規制と人数調整が必要

 新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、アーチェリー関係者の入場は、正

面入口隣の小入口から指定時間内に入館とする。

 入口で都ア協担当者の検温をうけ、体調申告書に体温を記入し提出し２階観覧席へ

 階に専用弓具組み立て場を設置する。

 選手は組み立て後、観覧席で待機させる。

 大体育室は、完全入れ替え制で行う。前の部の選手が１階出口より退場させ、次の

部の選手を入場させる。

 館内飲食禁止

koji
テキストボックス
資料②



2020 年 9月 22 日 

報告者：堀 浩一郎 

 

イアンセオ導入実施記録 

【経緯】 

・2019 年 11 月に高体連の大会を視察させていただき、機材の準備を開始 

・江戸川区でのインドア大会にて、3 回のテスト運用を実施 

・東京インドアオープン大会より、本格運用 

【2020 年度運用記録】 

・7月 5 日(日) 駒沢夏季追加大会 1（駒沢公園第一球技場） 

 スタッフ：堀、山﨑、武井 

 運用記録：・雨天時に、無線 LAN の電波強度が低下し、通信エラーが発生する。 

       対処として、アンテナの増強が考えられる。 

   ・端末の防水にジッパー付ビニール袋を使用したが、端末カメラの性能が低く、袋に入 

       った状態ではスコアカードの QRコードを読み込むことができなかった。 

    対処として、防水性能のある端末を準備することが考えられる。 

   ・撥水性のある用紙を、スコアカードに使用し雨天時の対策として、非常に有効である 

       ことが確認できた。 

・7月 12 日(日) 2020 年度第 2 回東京都 50m・30m・18m 大会（小金井公園弓道場） 

 スタッフ：堀、藤、紙田 

 運用記録：・非常に暑い中での大会であり、端末を炎天下に置くと、熱を帯びてしまい通信エラー 

       が発生する。対処として、端末はバインダの下に置くなどし、直射日光に当たる時 

       間を極力減らすよう、参加者に伝える。 

   ・端末の消毒、雨天対策として、端末をジッパー付ビニール袋に入れたが、晴天時には 

       画面が非常に見辛くなる。 

    対処として、防水性能のある端末を準備することが考えられる。 

   ・電源を、タイマーと共有していたが、会場片付けの際に、電源を抜かれてしまい、復 

       旧に時間を要してしまった。対処として、専用の電源を準備した。また、アンテナ用 

       の電源コードも同様に準備した。 

・9月 6 日(日) 2020 年度東京都秋季小金井大会（小金井公園弓道場） 

 スタッフ：堀、武井、藤 

 運用記録：雷注意報の為、大会中止 

・9月 13 日(日) 2020 年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会（駒沢公園第一球技場） 

 スタッフ：池澤、堀、斎藤、武井、藤、富樫 

 運用記録：・決勝ラウンドは初の運用であったが、新型コロナにより集まってのリハーサルなど 

       は実施できなかった。 

koji
テキストボックス
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   ・無線 LAN の電波強度は十分であることを、開始前に確認したが、通信エラーが散見し 

       た。原因を突き止める事はできなかった。 

   ・メダルマッチには、スタッフが入力担当として参加し、スムーズな運用が可能である 

       ことが確認できた。 

・9月 20 日(日) 2020 年度国体強化事業第 2 回記録会（夢の島公園アーチェリー場） 

 スタッフ：池澤、斎藤、富樫 

 運用記録：・的数が 6的と少ない為、無線 LAN のアンテナを 2台で運用を試した。 

    特に大きなトラブル無く順調であった。 

    ただし、今後的数が増える、競技距離が増えると、現在準備しているアンテナ数では 

       足りなくなる為、増強は必須である 

   ・会場の電源ドラムの一部は、防水対策がされており、直接アンテナの電源アダプタを 

       取り付けることが出来ない。防水対策の弱い電源ドラムを使用する。 

 

現在、コロナ対策の為、光が丘公園弓道場での運用が実施出来ていない。 

 

【今後の予定】 

今後、イアンセオを投入する予定の大会は、下記の通りです。 

・10 月 04 日 2020 年度東京都 70ｍ・50ｍラウンド小金井大会（小金井公園弓道場） 

・10 月 10 日 2020 年度東京都秋季駒沢大会（駒沢第一球技場） 

・10 月 25 日 第 13 回東京都小学生・中学生アーチェリー大会（夢の島公園アーチェリー場） 

・11 月 14 日 2020 年度会長杯大会（小金井公園弓道場） 

・11 月 28・29 日 第 11 回江戸川インドアオープン(江戸川区総合体育館) 

・12 月 19・20 日 2020 年度東京都室内アーチェリー選手権大会（葛飾区奥戸スポーツセンター体

育館） 

・未定 イアンセオ講習会 

 

【機材計画】 

・各会場へ、機材の一部を保管させて頂きたい。（プリンタ一式、サーバーPC、電源ドラム等） 

 現在、イアンセオを運用する機材が増えており、搬送の負担が大きい、事前準備が必要ない機材 

 を、小金井公園弓道場、光が丘公園弓道場、夢の島公園アーチェリー場へ置かせて頂きたい。 

 駒沢公園は、ロッカーが屋外の為、電子機材の保管は避けたい。 

・機材の購入 

 無線 LAN アンテナ（屋外用を最低 2台） 

 プリンタ（光が丘、夢の島各 1台） 

 入力端末（防水のある機材 20 台） 

 

以上 



全日ア連競技第 20-031号 

2020年 9月 26日 

 

加盟団体 各位 

役員 各位 

(公社)全日本アーチェリー連盟 

会長職務代行者 世 耕 弘 成 

(公印省略) 

（一社）日本身体障害者アーチェリー連盟 

会長 橋本 和典 

（公印省略） 

 

身体に障害のある競技者の競技会参加に対する対応について 

 

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、標記につきまして、以前から不明瞭であるとのご意見がありました。また、本年度は競技

規則改正もありましたので、それに伴い、下記の通り対応いたしますので、ご連絡申し上げます。 

 

記 

 

身体に障害のある競技者の競技会参加については、競技規則に適合することが前提となります。

すなわち、クラス分けカードを所持している競技者（カテゴリーが識別でき、補助用具の使用範囲

が確認できる競技者）は、パラ競技者と認められ、公認競技会に参加することができます。 

ただし、クラス分けカードを所有しない競技者でも、第 222 条 3 項にあるように、補助具を使用し

て競技に参加することはできますが、その記録の扱いは下記の通りとなります。 

 

①  身体に障害のある競技者を対象とした競技会・身体の障害による種別設定のある競技会 

・クラス分けカードを所有しない身体に障害のある競技者の記録は、公認記録とは認められ

ず、参考記録またはオープン参加として取り扱われる。ただし、全国障害者スポーツ大会等

公認申請を伴わない競技会は除外する。 

②  一般の公認競技会 

・クラス分けカードを所有しない身体に障害のある競技者は、第 223条 2項により、補助用具

の使用を主催者（競技委員長・審判長）に申請することができ、認められれば記録は公認の

対象となる。  
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【別紙 1】 

（関連規則） 

全日本アーチェリー連盟競技規則（2020～2021年）より抜粋 

第１９章 パラアーチェリー 

第２１８条（本章の概要） 

・・・・ 

２ 競技者のクラス分けはパラアーチェリーの核となるものであり、国際パラリンピック委員会（ＩＰ

Ｃ）が定めるクラス分けの定義に基づいて実施される。パラ競技者となり得る者は、国際もし

くは国内クラス分け委員によって判定され、ＷＡが認め、障害が弓矢を行射する能力を減じ

る度合いに応じて決定される適切な種別に配置される。 

第２１９条（クラス分け委員） 

１ 身体に障害のある競技者は、国際もしくは国内クラス分け委員により判定される。各競技者

は、この判定により種別が決定され、発行される「クラス分けカード」がその競技者に許され

る補助用具を示す。 

・・・・ 

第２２２条（クラス分けカード） 

１ 全競技者は、クラス分けカードの取得を求められ、用具検査時、審判員に提示する。これに

より審判員は、競技者の用具を検査する際、補助用具を確認することが可能となる。このカ

ードを持たない競技者は規則に違反することになり、自身の属する障害度のカテゴリーで競

技することができない。 

・・・・ 

３ いずれかの種類のクラス分けカードをまだ所有しない競技者でも、競技に参加することはで

きる。しかしその得点は、ワールドランキング、世界記録、またはタイトル獲得の対象になら

ない。 

第２２３条（補助用具） 

１ 国際もしくは国内クラス分け委員に認定されたクラス分けカードを所有する競技者は、補助用

具を使用することができる。・・・・ 

２ パラ競技者と分類されるクラス分け基準を満たさない競技者は、一般の競技会に参加できる

ように補助用具の申請をすることができる。しかし、補助用具は得点の向上につながるもの

であってはならない。パラ競技者と分類される最低限の基準を満たさない、またはクラス分け

に該当しない状態にある競技者は、主催者に補助用具の使用を申請することができる。 

  



【別紙 2】 

 

身体に障害のある競技者の一般の公認競技会への参加について 

 

標記について、競技会の主催者が判断する基準について、下記を参考にしてください。 

 

身体に障害のある競技者の補助用具の使用範囲と記録の公認について 

① クラス分けカードを所有する競技者 

国際または国内クラス分け委員によって判定されたクラス分けカードを所有している競技者

は、クラス分けカードに記載された補助用具の使用が許され、記録は公認記録となる。 

② クラス分けカードを所有しない競技者 

ⅰ （一社）日本身体障害者アーチェリー連盟（以下、日身ア連と記載）に登録する競技者

は、会員証の裏面に記載された補助用具の使用が許され、記録は公認となる。 

  （下図：（一社）日本身体障害者アーチェリー連盟会員証 参照） 

ⅱ 日身ア連に登録の無い競技者は、補助用具を使用することはできるが、記録は参考記

録またはオープン参加の扱いとなり、公認されない。 

ⅲ 日身ア連に登録の無い競技者でも、補助用具を使用しない競技者は、一般の競技者と

同様の扱いとなり、記録は公認となる。 

 

（図：（一社）日本身体障害者アーチェリー連盟 会員証） 

 

                   



2020 年 9 月 25 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、2021 年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会を 2020 年 12 月

10,11 日(木・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 ：2021 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  ：2020 年 12 月 10,11 日(木・金)  

場所  ：駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 

依頼事項：一級審判員 1 名の派遣 

 

 

以上 
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