
理事会議案  
日  時 2020 年 12 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(敬称略)： 

神谷 千恵子（東身ア協） 
出席者(敬称略)：18 名 

顧問:鈴木 清春、副会長：近藤 均、理事長：松村 晃志、副理事長: 小野寺 長久、 
副理事長：池澤 かおり、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、三井 駿典、市川 和樹、小越 文佳、茂木 美優 
書記：成田 英司 

 
１．報告事項 
【関東学連】 

委員長代替わりの挨拶 
新メンバー紹介  
関東学生アーチェリー連盟  
委員長  ：市川和樹（日本体育大学） 
副委員長：小越 文佳（上智大学） 

前委員長業務を委員長と分担して行う（ダブルチェック、申請等）。 
副委員長：茂木 美優（立教大学） 

前副委員長の業務を引き継ぐ 
 
 

【理事長】 
１．光が丘の利用制限緩和の要望について 

交渉を行っていたが、利用制限緩和は困難な状況にある。 
都民大会の会場として、都体協からも確認いただいているが状況は変わらない。 
 

２．全ア連によるキャデット・ジュニア向けコンパウンド講習会について  資料① 
新型コロナウイルスの影響で講師が来日できるかは不透明であるが、会場は江戸川区総合体
育館 アーチェリー場を確保している。 
CPのオリンピック競技への採用に向けての強化が始まる。 
先に高体連にCPのジュニアの強化のための話があったが、高体連単独で動くことはできな



いため全ア連を通しての実施となっている。選手強化の前に指導者を育成することが安全管
理上の観点から重要であることから今回の講習会開催の運びとなっている。 

 
３．都体協「スポーツ東京案内事業協力依頼」     資料② 

できるかぎり協力していく方針であることを東京都体育協会に連絡する。 
 

４．都ア協事業収支          当日別紙 
大会収入は、競技への参加者が少なく参加費による収入よりも運営経費が多くかかっている
状況（7月～11月）にある。この後にインドア大会が開催されるため赤字の縮小が期待でき
る。 

 
 

【競技部会】 
１．東京都都室内アーチェリー選手権大会 (12/19～12/20）エントリ―状況 

室内アーチェリー選手権大会申し込みは、11月28日で締め切りました。 
申し込み選手数は、254名です。 
１部：69名、 ２部：47名、 ３部：20名、 ４部：89名、 ５部：29名。 
4部が定員超過（定員：80名）している 
 

２．2021年度東京都町田インドア大会について (1/16） 
2022年1月開催の東京都町田インドア大会は、1日での開催（1/16）として池澤さんに会場
確保を依頼している。 

 
３．2020年度東京インドアオープン参加賞について (2/6～2/7）         資料③ 

・新型コロナの感染状況が読めないので、開催後にバッジを発注し、取り纏め責任者に送付
する予定。 

・個数を減じた（700個→460個）事により、10円アップ。金色の座金で、更に10円アップ 
 

【強化部会】 
１．2020年度 東京都アーチェリー協会強化事業 

11月14日(土)の会長杯の後、InBODYという体成分分析装置で各選手の各部位の筋肉量等を
測定。野々山トレーナーによると「下半身の筋肉量（強度）は、全体的に標準的な数値であ
ったが、下半身に比べて、上半身の筋肉量（強度）が低く、そのため、上下のバランスが、
不均衡な状態の（バランスが悪い）選手が多くいる。」という状況。 
今後、2月と3月に上記の結果のフィードバックと効果的なトレーニングメニューの展開等を
実施予定。 



 
・少年女子を特化した強化 
1月、2月、3月にかけて少年女子を特化した強化を実施（通称：女子会） 
対象：点数で絞るのでなくやる気のある希望者を募集する。 
実施日（場所）：1月17日（四商）、2月11日（江戸川）、3月（都ア協で借りる予定である夢
の島を使用させていただきたい） 
詳細確定後、来月報告予定 
 
女子会：東京国体に向けて、同じ指導体系の中で強化し結果が出せた経緯がある。 

最近、女子選手の数が少ないため復活させるにいたった。 
中学生；参加可能であるが引率者が必要 

 
【普及育成部会】 

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11回目合同練習：11月15日（日）9：00～17：00 
場所：江戸川区総合体育館で実施予定 
※トップアスリート育成委員会、東京都、東京都体育協会から10名の視察あり 
※トップアスリート参加者3名（7名中4名が試験勉強の為、欠席） 
 
第12回目合同練習：12月13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予定 
第13回目：12月20日（日） 東京都室内アーチェリー選手権大会参加予定 
2020年12月20日 4部に参加 
場所：葛飾区奥戸体育館 
※専門プログラムとして最終回 
 

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2回担当者連絡会 

日時：12月8日（火） 18:30～19:30（予定） 
場所：TKP新宿カンファレンスセンター 5B 
出席予定者：堀、加藤 
議題： 

1） 競技体験を終えての評価について 
2）第12期生の選考に係る最終面接について 

12月1日（火）まで次の書類を提出した。 



・第12期生選考のための競技体験評価シート 
・第13期生選考のための競技体験の実施日第一次調査 
江戸川区総合体育館で2021年9月20日、10月17日を希望している。 
来年の日程については江戸川区アーチェリー協会の理事会にかけた後に決定となる。 
江戸川総合体育館には全ア連よりオリパラ体験のフォローの会も計画されている。 
 

【審判部会】 
１．競技規則の改訂に伴う伝達講習会 受講者名簿 

青梅市、板橋区、町田市、日野市、小平市、墨田区、西東京市、中央区、目黒区、多摩市、
葛飾区、世田谷区、江戸川区より報告(12月2日現在 13団体/28団体) 

２．神田たくみさん(町田市ア協) 公認1級審判員認定 
全日本ターゲット選手権大会にて、実務研修を修了し、公認1級審判員と認定された。 

３．スポーツ活動継続サポート事業(スポーツ庁) 
11月24日に申請書類提出済み。（イアンセオ備品の2/3補助） 
申請期間が12月12日締め切りまで延長されている。 
 
・専門委員に赤ジャンパーが届いていない状況がある。（山﨑さん、神田さん：両者S） 

追加で要請した専門員にジャンパーが送られていない可能性があるため、理事長が確認し
飯泉さんに必要部数を連絡する。東京室内アーチェリー選手権大会で支給予定。 
その他、小杉さんから赤ジャンパー（S）、松村さんから黄色ジャンパー（M）の追加要望
があった。 

 
【総務部会】 

１．2021年度理事会予定表                          当日別紙 
4月7日、7月7日は、西原地域交流センターで開催 

２．2021・2022年度理事・評議員改選の案内     資料⑤ 
・「メアド」、「メルアド」表示が異なる点があるため修正する。 
・「執行役員」の名称について良い案があれば連絡ください。 
・修正点、気が付いた点があれば理事長に連絡ください。 
連絡は、1月6日理事会で説明後に配信する。 
 
締め切り日2月20日が早いのではという意見も出たが、総会の資料作成に時間がかかるため、
このままとする。ただし各協会の事情がある場合は、考慮することとする。 
 

【東身ア協】 
特になし 



２．協議事項 
【競技部会】 

１．室内アーチェリー選手権大会について 
・資料の訂正は以下の通り 

副審判長：澤口 貢さん 
腰塚さんの肩書：葛飾区体育協会理事長 
設営担当から池澤さんと藤さんを除外する（住まいが遠方で夜間の設営のため） 

江戸川区から1名追加予定 
誤字訂正：冨樫さん→富樫さん 

 
・プログラム：50冊 役員分を作成する。 
・使用的数：20 
 
・3部の参加者は現在20名、4部から12名程度を移動予定。競技は1立ちで実施する。 
・確定メール 12月3日配信予定 
・来年の室内アーチェリー選手権大会も葛飾で開催予定 
 

２．光が丘弓道場の大会開催について 
・定員 50 名以内に人数制限されているため、3 月 21 日のスプリングカップは、 

光が丘から夢の島に変更する。開催日は 3 月 14 日とする。 
・3 月 21 日の光が丘は強化部で使用する。 
 
・都民大会については、後日調整する。 
  

３．2020年度3月及び2021年度の夢の島射場の利用について 
3月13日(土) 70・50m大会 TST  
3月14日(日) スプリングカップ大会  

  
４．2021年度競技予定案について         資料⑥ 

・3立ちは実施しない（コロナの影響のため）、人数を超えた場合は抽選とする（都ア協選
手が優先となるため、都ア協の参加者が多い場合、学連からの参加者を断る場合もあ
る）。 

・9月19日（駒沢）ターゲット選手権大会は、HANDAカップと重なるため名称変更して
70・50m大会で実施する。大会名変更届を提出する。 

・ターゲット選手権大会：9月5日（日） 小金井で実施予定とする。 
・光が丘は、予定に加えておく（午前、午後での入れ替えの1立ちでの実施も検討する）。 



 
５．ベアボウラウンドとキャディットラウンドの同時参加について 

光が丘は、脚数19で人数制限（５０人）の中、ベアボウとキャデッットラウンド同時参加
は困難な状況にある。光が丘で開催する大会は種別を分ける等の対策を行う。 

 
６．インドアオープン2021大会要項        当日資料 

・定員：各部90名（通常130名） 
・募集開始 12月19日、締切り開催日の3週前、参加費：振り込み 
・用具検査は、フロアーで実施とする。（時間割は昨年通りとする） 
・注意事項：「弓具の組み立て・・」削除する 

 
 

【強化部会】 
１．第62回全日本ターゲット選手権選考に係る成績報告の間違いについて 

先月からの引き続き。前回ダブルチェックを行うという点については認識共有できています
が具体的な報告書の運用(都ア協HPに載せる成績表の運用）については確定していないと思
いますので現状の運用踏まえて手順を確定させたい。 
 
【成績報告書への確認者の署名】 

・強化の第3回記録会や小中学生大会、第6回フィールド大会では紙出しした成績表に確認者の
サインを記入したものをPDF化して掲載  

・会長杯では確認者のサインも肉筆ではなくデジタル。 
◇作業の手間等を考えると後者が良いのではないかと思いますがいかがでしょうか。 
 
強化部の提案の通りデジタルで運用することとした。 
記録チェックした人の名前を入れられる欄を設ける改訂をお願いします。 
 

 
【審判部会】 

１．新規2級・3級公認審判員養成講習会 
2021年3月14日(日) 地域交流センター西原にて開催。 

1. 新規2級公認審判員養成講習会開催のお知らせ(案)            資料⑦ 
2. 新規3級公認審判員養成講習会開催のお知らせ(案)            資料⑧ 

 
交流センターのコロナ対策にともなう入場の手順および開催階を確認した後に案内する。（12
月15日以降） 



【普及育成部会】 
１．令和２年度ジュニア育成地域推進事業 

・2020年度ジュニア育成・合同練習会のお知らせ要項    資料⑨ 
的は、４０㎝ではなく８０㎝で実施することとした。 
 
２月２３日 指導者講習会を実施する。  
要綱作成中であり、今月中に確認いただく予定。  
 
・2020年度ジュニア育成・合同練習会参加申込書    資料⑩ 

 
【関東学連】 

特になし 
 
【総務部会】 

特になし 
 
【東身ア協】 

特になし 



２０２０年１１月２７日 

加盟団体 各位 

 

(公社)全日本アーチェリー連盟 

強化部長 新海輝夫 

 

キャデット・ジュニアコンパウンド（ＣＰ）育成・強化について 

 

皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。  

日ごろより、本連盟の諸事業には格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、別紙１(雑誌アーチェリー2020年 3月号記事)のようにＷＡがＣＰをロサンゼルス

オリンピックで新種目とするように動いています。そのため、日本でも今から選手を育

成・強化する必要があります。下記の概要で講習会等を開きたいと思いますので、ご協力

ください。 

 

記 

１，対象者 

世界ユース・ユニバーシアードに出場してみたい選手(現在の点数は不問) 

上記選手を育ててみたいと思う指導者 

２，講習会内容 

アメリカのＰＳＥ社の教育プログラムに基づいた技術講習および実射講習 

アメリカのＰＳＥ社から、技術指導者及び所属トッププロ選手を招いて、まずは基礎的

な内容で講習会を実施いたします。 

将来的には、より高度な講習会やコンプライアンスやアンチ・ドーピング講習等も含め

て、国際大会で通用する選手・指導者の育成を目指します。 

３，開催予定日時・場所 

２０２１年２月２１日東京都江戸川区総合体育館にて予定していますが、コロナウィ

ルスの影響もあり、まだＰＳＥ社と詳細打合せが出来ていません。 

４，今後について 

２０２１年度以降につきましても、継続して講習会・講習会参加者の合宿等の事業を計

画してまいります。 

以上 

 

 

 

 

koji
テキストボックス
資料①







事   務   連   絡 

令和２年１１月１７日 

公益財団法人東京都体育協会 

加盟競技団体代表者 様 

公益財団法人東京都体育協会 

事業部長 角田 真司 

（印章省略） 

「スポーツ東京案内事業」における指導者派遣について（協力依頼） 

 日頃から、公益財団法人東京都体育協会のスポーツ振興事業に多大なるご尽力をいただき、

誠にありがとうございます。 

さて、当協会は、今年度から公益財団法人東京都スポーツ文化事業団と連携して「スポー

ツ東京案内事業」を下記のとおり実施しております。

本事業は、区市町村等が実施するスポーツ教室等の指導者として、当協会の加盟競技団体

等を通じて公認スポーツ指導者の派遣を行うこととしております。 

 つきましては、指導者の派遣に当たりましては、貴協会所属の公認スポーツ指導者をご紹

介いただきますようご協力お願いいたします。 

記 

１ 指導者派遣の流れ 

別紙「スポーツ東京案内事業（指導者派遣）のご案内」をご覧ください。 

２ 謝金等 

（１）指導者謝金

１時間当たり １２，２００円（源泉徴収税及び交通費含めます。）

（２）競技団体管理費

指導者謝金の１０％の額を、指導者をご紹介いただいた競技団体にお支払いします。

指導者謝金の振込手数料、連絡通信費等の管理費としてご利用ください。

３ その他 

（１）指導者の保険加入については、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団にて対応いた

します。 

（２）区市町村の子育て支援主管課、高齢福祉主管課、地域振興主管課等、ご要望の見込ま

れる関係部署にも派遣をさせていただきますことをご了承ください。

＜お問い合わせ先＞ 

公益財団法人東京都体育協会 

事業部スポーツ振興課 直井、小田島 

電話：03-6804-8121 

koji
テキストボックス
資料②



スポーツ東京案内事業（指導者派遣）のご案内 

（公財）東京都体育協会は、（公財）東京都スポーツ文化事業団と連携して、区市町村等が実

施するスポーツイベント等への指導者派遣を行います。 

指導者の派遣に当たっては、各競技種目の公認スポーツ指導者を、区市町村の要望に応じて

派遣しますので、各競技団体所属の公認スポーツ指導者をご紹介いただきますようお願いします。 

なお、本事業は東京都の補助金を受けて実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指導者派遣の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■派遣指導者謝金等の支払の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 都 体 育 協 会 

各 競 技 団 体 

東 京 都 体 育 協 会 

東京都スポーツ文化事業団 

区市町村主催 イ ベ ン ト 

東京都スポーツ文化事業団 

東 京 都 体 育 協 会 

各 競 技 団 体 

派 遣 指 導 者 

都体協へ公認スポーツ指導者派遣の依頼 

各競技団体へ公認スポーツ指導者の紹介・派遣依頼 

派遣できる公認スポーツ指導者を紹介してください 

事業団へ公認スポーツ指導者を紹介 

区市町村等へ公認スポーツ指導者を紹介 

イベント終了後、派遣指導者謝金及び競技団体管理費の支払 

派遣指導者へ謝金の支払をしてください 

別 紙 



　　　東京都アーチェリー協会 2021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 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 ● 執行役員選考委員会（常務理事）

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 5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

６月 9日 （水） 理事会 ●

7月 7日 （水） 常務理事会

８月 4日 （水） 常務理事会 ● 8/8国体関東ブロック大会

９月 1日 （水） 常務理事会 ●

9月 29日 （水） 理事会 ● 10/1～3三重国体

１１月 3日 （水） 常務理事会 ●

１２月 1日 （水） 常務理事会 ●

１月 5日 （水） 理事会（新年会） ● 理事会後、新年会

２月 2日 （水） 常務理事会 ●

３月 2日 （水） 常務理事会 ● 会計締切

４月 6日 （水） 常務理事会 ● 総会資料ドラフト

５月 11日 （水） 理事会 ● 総会資料最終確認

５月 25日 （水） 総会（懇親会） ● 定例総会・懇親会

2020年度予約確定会議日

2021年

2022年

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

西原地域交流センター

西原地域交流センター

◆都ア協2021年度会議日程(確定).xlsx


