
理事会議案  

 

日  時 2021 年 1 月 6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(敬称略)： 

神谷 千恵子（東身ア協）、近藤 均（副会長）、市川 和樹（関東学連）、茂木 美優(関東学連) 

出席者(敬称略)： 13 名 

顧問:鈴木 清春、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:小越 文佳、書記：成田 英司 

 

１．報告事項 

【理事長】 

１．インドア大会用、畳の補充・について 

2月7日の東京インドアオープン終了後に、使用した畳を約60枚放出します。 

希望する団体は、枚数を添えて松村までご連絡下さい。 

運送は希望団体の負担になります。 

 

２．夢の島アーチェリー場についてのヒアリング（12/24） 

四谷のリベルタスコンサルティングにおいて、夢の島の利用予定・要望などのヒアリングを

受けた。鈴木顧問と松村が出席し、対応した。 

 

・オリンピック後も夢の島をアーチェリー場として継続させるには利用率を高める必要があ

ると思われる。 

・安全上の理由で築山部分に3mの囲いの確保および横面はガードレールを置き、射場への侵

入を防ぐ要望を出している。 

・射場を連続で複数日使用する場合、的や信号機等を出しっぱなしにするので、夜間の警備

については、射場側で考慮・対策して欲しい旨を伝えた。 

 

【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）開催報告 

申し込み選手数は、255名で、4部のみが定員超過でした。 

コロナ禍の中での開催でしたので、参加者が少なく3部を1立で行いました。 

＜良かった点＞松村 

① 奥戸体育館のスタッフには、格別のご配慮を頂き、準備・運営について多大なるご協力を

頂戴した。 



② 後ろの壁への射ち込み事故、怪我等の発生はなく無事終了した。 

 

＜反省点＞松村 

① 立順表の出来上がりが前週の金曜日であった。その後の、受付表・人員シフト表の作成に

ついては、コロナ禍の中、平日の作業・打ち合わせ作業が難しく、人員追加の時間が不足

した。 

 

② 記録確定～表彰バッジの受け渡しの手順説明が不足し、未配布バッジが発生した。 

 

２．東京都町田インドア大会エントリ―状況報告  

・現在225名エントリーされているが、キャンセルも出てきており、最終的には200名程度に

なると思われる。都立高校は1月中の部活・大会等が中止されている。そのため今後キャン

セルがあると思われる。（都立高校名でのエントリー者にはその旨の打診が必要。） 

・今週末までキャンセルの様子を見るため立ち順表の作成に遅れがでると思われる。 

・緊急事態宣言後、体育館は時短営業となり、午後7時に完全閉館のため、18時までしか借り

ることができない。 

・設営の不完全部分を翌朝実施する。時間割を決め、前日どこまで設営ができるか検討する。 

・17：50までに設営用の荷物が到着している必要がある。バス駐車場で待機が可能となって

いる。早めに届けてもらえるよう依頼する。集荷も同様に早めに来てもらえるよう依頼す

る（18時前）。 

・学連に設営の応援要請を行う予定。 

・役員メンバーを中田さんに連絡してください。 

 

【強化部会】 

１．2020年度少年女子強化練習会について 

以下の日程で少年女子を対象とした強化練習会を実施予定 

1回目：1月17日(日)＠四商＜配信済み＞ 中止（新型コロナウイルスのため） 

2回目：2月11日(木・祝)＠江戸川  実施の方向であるが、状況を確認して決定する 

3回目：3月21日(日)＠光が丘    実施の方向であるが、状況を確認して決定する 

 

学校に加盟していない高校生女子で強化対象者がいれば、受け付ける。 

 

【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） 

・第12回目合同練習： 12月13日（日）9：00～12：00 11期生7名、OB3名出席 

場所：都立第四商業高等学校 アーチェリー場で実施 

 

・第13回目合同練習： 12月20日（日） 東京都室内アーチェリー選手権大会４部に参加 

場所：葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館 （1名模擬試験のため欠席） 



総合成績：ジュニア男子  矢尾板 376点(194/182) 13位 

野口  347点(176/171) 14位 

ジュニア女子 鴨井  511点(258/253) 3位 

坂井  458点(219/239) 4位 

五十嵐 432点(224/208) 6位 

千葉  299点(171/128) 10位 

 

・パスウェイ面接および相談会：3月7日（日）実施予定 

 

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 

場所：TKP新宿カンファレンスセンター 5B 

出席者：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 

評価結果 

アーチェリー競技第一希望でＡ評価：男子1名、女子2名 

第二希望でＡ評価：男子1名 

第二希望でＢ評価：女子1名 

他の競技希望でＡ評価：女子1名 

Ｂ評価で辞退：女子1名 

※ボート競技への希望者が多かった。 

※1月11日（月・祝）の最終面接により、2月上旬に第12期生が内定する。 

 

【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、八王子市、港区、東久留米市、小金井市、練馬区、三鷹市、

台東区より報告 

(1月6日現在 20団体/28団体：記載は提出順) 

・異なるフォーマットで提出した協会があり、差し戻しを行った事例があります。適切なフ

ォーマットで提出するよう注意ください。 

 

２．審判部会専門委員として、鈴木桂さん(千代田区)、米谷洋祐さん(江戸川区)、細川宗一郎

さん(拓殖大学・江戸川区)を推薦します。 

 



３．イアンセオの完成 

選手名簿の流し込み～成績表の発表まで、イアンセオを使用しての競技会運営は、ひとまず

完成をみた。 

今後は立順表作成からイアンセオを使用したい。（東ブロックの大会、および小中学生大会

にて立順表作成は検証済み） 

 

不安要素としては、夢の島での実施経験がない事が挙げられた。 

 

４．全日学連新規3級審判員講習会の講師依頼について  

本日、理事長あてに依頼状が来ている。 

1月17日（午後）からの講習会開催の希望を伝えている。 

 

５．1級審判員新規認定会 

2月6日開催予定の1級審判員新規認定会の締め切りが1月13日であるが、申し込みが1名も無い

状態です。申し込みを忘れている方は、早めに申し込むようお願いします。 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

・関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会開催の報告 

12月10日～11日 駒沢 

新型コロナの影響で例年の1/2の規模で実施し、大きな混乱もなく、感染者もなく無事終了す

ることができた。一級審判（小杉さん）を派遣いただき感謝いたします。 

 

・来年度のインドア個人選手権大会の会場について 

駒沢で来年度のインドア個人選手権大会の予約を取ることができなかったため、他の施設を

確保する必要がある。 

インドア実施実績のある葛飾、町田は既に予約はできない状態であるため、平日での江戸川

での開催を検討するよう提案した。なお、この場合、畳替え等の対応は必要になる。 

 

【東身ア協】 

特になし 

 

 

 

 

 

 



２．協議事項 

【理事長】 

１．都ア協会員番号の採番規則変更について 

インドア大会等、全ア連登録のない選手が参加する場合の受付を、都ア協の会員証で行って

いるのだが、現在のアルファベットが入った番号だと、バーコードに変換できず、バーコー

ドリーダーで読み取れない。 

そこで、新年度より、都ア協の会員番号の採番規則をバーコードの作成が可能な様に変更し

たい。 

現状採番規則       新採番規則 

一般競技者 １３-＊＊-ｎｎｎ １３０＊＊ｎｎｎ 

キャデット申請者 １３-K＊＊-ｎｎｎ １３１＊＊ｎｎｎ 

指導者登録者 １３-S＊＊-ｎｎｎ １３２＊＊ｎｎｎ 

都高体連アーチェリー専門部 １３-H＊＊-ｎｎｎ １３３＊＊ｎｎｎ 

１３ ： 東京都の番号です。変更しないでください 

＊＊ ： 各協会、学校に割り振られた番号を記入してください 

３＊＊： 都高体連所属校からの登録申請者のみ。各協会からの高校生は一般になります。 

ｎｎｎ ：男性は101から、女性は501からの3桁の通し番号を記入してください。 

 

採番変更は承認された。 

都ア協の会員証については、以下を各協会にアンケートを取り決定していく。 

・都ア協のみの登録に発行する。 

・バーコードシール（名前入り）を配る。 

 

２．現況届の記入項目の追加について 

毎年各区市協会に射場の状況を現況届に記入頂いております。   資料① 

来年度より、以下の項目を追加させて頂きたいと思います。 

① 射場使用にあたり、認定の有無（または、その他条件） 

② コンパウンドアーチャーの射場使用条件について 

・入手した射場状況についてはデータベース化して公表していく。  

・記入項目に施設の個人利用、協会の入会条件等を追加した内容にすることとし継続審議と

した。 

 

【競技部会】 

１．インドアオープン2021大会について 

エントリー数：現時点で50名 

エントリー締切り日以降に以下を検討する。 

・参加者数が少ない場合、規模を縮小して開催する。 

・施設が閉鎖等で利用できない場合は、中止する。 



２．夢の島射場開設記念大会要項について      資料② 

・脚数は、60程度と思われるが、正確な数を確認する。 

・競技にマスター60mラウンドを加える 

・設営があるため、役員の集合は8：30 

・種別のTST中学生を小学6年生以上とする。 

・参加基準点は、200点以上とする。 

修正版を回覧後に配信する 

 

３．2021年度競技予定案について       資料③ 

以下を修正した。 

5/23 大会名を変更 

6/6  都民大会を別紙通知に変更 

9/10 参加申込先を東ブロックに訂正 

10/24 担当区を普・北に訂正 

3/27 参加申込先を東ブロックに訂正 

4/25 光が丘は人数制限があるため、参加希望が多い場合は抽選とする・ 

（2部制は完全入れ替えが困難と判断した。2部参加者の待機場所等がないため） 

6/6 都民大会小金井に変更 会場確保は都体協の担当だが、まだ予約が小金井に入っていな

い旨の連絡があった。都体協に確認する旨を伝えている。都体協の担当者からは小金井を確

保する旨の連絡を受けていた。   

・2021年の競技予定を基に会場の確保を進めるが、確定は試合の3か月前となる。 

 

【強化部会】 

特になし 

 

【審判部会】 

１．フィールド大会における大会中止判断基準の策定、ならびに参加者事前申込み制度の導入

について 

（8月理事会にて提案した案件の継続） 

緊急マニュアルを作成することにより、これに対応することにした。 

緊急マニュアルについては、細かい部分を残してほぼ完成している。2月の常務理事会にて提

案予定。 

緊急マニュアルと申し込みフォーマットを準備する予定。 

 

【作成根拠】緊急マニュアル 

競技運営安全管理規程第12条(競技会の中断) 競技委員長は、人身及び重大な物損事故並びに

競技場外に矢が飛び出すなどの重大な事故が発生した時は、直ちに競技会を中断し、別に定

める 

緊急マニュアルにより対策を講じなければならない。 



【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・指導者講習会のお知らせ要項    資料④ 

・修正：東京都アーチェリー協会主催のため「小野寺長久先生」の敬称(先生)をとる 

・午前中の講義だけの参加でも良いとする。 

・人員30名とする。（会議室の余裕があるため、申込者が30名を超えても受け付ける。） 

 

・2020年度ジュニア育成・指導者講習会参加申込書    資料⑤ 

・午前中のみの参加か午前・午後どちらも参加するか区別できるように修正する。 

 

【関東学連】 

１．2021年度学連フィールド講習会の依頼について    資料⑥ 

3月14日の3級講習会の後に実施する。 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【東身ア協】 

特になし 

 

 

理事・評議員改選の案内について 

12月の常任理事会で1月の理事会で各協会に説明したのちに改選案内を送付することとなって

いたが、新型コロナのため各協会理事に説明できなかった。 

締切り日を2月末までに延ばし、案内を配信することとした。原稿を事務局長に送付する。 

 

 



2020 年 12 月 30 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 市川 和樹 

 

学連フィールド講習会の依頼について 

 

平素は関東学生アーチェリー連盟の活動に多大なご協力を賜り、深謝申し上げます。 

当連盟では、例年花のやまフィールドアーチェリー場でフィールド個人選手権大会を行っ

ております。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、誠に遺憾ながら中止の判断

となりましたが、大会の開催に際して、東京都アーチェリー協会様には貴重なお時間を割い

て関東学連役員に対しての事前講習会を開いていただき、誠にありがとうございました。 

今年度についてですが、2021 年 7 月 2 日～４日に花のやまフィールドアーチェリー場で

の競技会開催を予定しており、昨年度に同じく関東学連役員に対しての事前講習会を東京

都アーチェリー協会様に是非お願いしたいと考えております。 

 

我々関東学連の役員は、フィールドアーチェリーの競技会に参加した者の方が少ないとい

う状況が続いております。さらに 2021 年度は昨年度のフィールド個人選手権中止の影響も

重なり、30 名の関東学連役員のうちフィールド大会の運営経験者はわずか３名、そしてそ

の 3 名も運営経験は一昨年度のフィールド個人選手権大会のみです。 

このような状況から、関東学連のみで選手の安全を確保し、フィールド競技の魅力を存分

に選手が楽しめるような試合運営の実現に危機感を抱いており、競技ルールや安全管理事

項の完全理解・徹底、フィールド競技に特有な会場の構造把握等について関東学連役員のみ

での講習会開催は困難であると判断いたしました。 

 

つきましては、フィールド大会の役員への事前講習会に関して貴協会のご協力をお願いし

たくご連絡差し上げた次第でございます。 

また、本年度の選手への講習会開催に関しては役員への講習会に関しては学連 OB のフィ

ールド有識者にお願いする方向で動いております。進捗の方はまたご連絡差し上げます。 

ご多忙の中お手数おかけし恐縮ではございますが、何卒ご検討の程お願いいたします。 

以上 

koji
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資料⑥


