
理事会議事録  
 
日  時 2021 年 4 月 7 日 
場  所 西原地域交流センター 
注  記 議長：松村、書記：成田   
 
欠席(敬称略)： 

神谷 千恵子（東身ア協）、市川 和樹（関東学連） 
出席者(敬称略)：16 名 

副会長:近藤 均、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、斎藤 美央、関東学連:茂木 美優、小越 文佳、書記：成田 英司 

 
１．報告事項 
【理事長】 

１．全ア連社員総会（6/13）に、松村が参加予定      資料①  
２．全ア連拡大理事会（6/19）に、全ア連理事・執行役員に選出された方は出席下さい。  

資料② 
 
【強化部会】 

１．少年女子強化練習会 3月28日(日）にBumBアーチェリー場にて少年女子の強化練習会を
実施。 
参加者：12名  
参加者のレベルに応じ30Mから50M（風雨が強い状況のため）の距離に分かれ練習を実
施。2～３年後の国体に向けた第一歩という位置づけ。 
今回の講習会では学校内のグループ化が見られたので、次回以降は他校との交流ができる
ようにしていく。 

 
【普及育成部会】  

１． トップアスリート発掘・育成事業（第11期生対応事業） 実施報告書および収支決算書の
東京都体育協会での精査確認作業が終了し、運営経費の 返還手続きが、3月15日に完了
した 

２． トップアスリート発掘・育成事業（第12期生対応事業）  
・12期生専門プログラム合同練習会日程表を3月17日に提出した。 2021年度から次の体制

で実施する。 主担当： 強化部会 副担当： 普及育成部会  
・専門プログラムおよび競技体験プログラム実施計画書の作成について 次の書類を4月9日

（金）までに提出予定。 



1) 事業経費申請書  
2) 事業実施計画書  
3) 事業収支予算書  

３．令和２年度ジュニア育成地域推進事業  
・3月9日（火）に、実施報告書を東京都体育協会へ提出し、現在、精査確認作業中。  
・来年度も予定通り実施される。 4/23締め切りのため、来週中に提出予定。 

４．その他  
・トップアスリート発掘・育成事業の備品について  

備品名：タイマーセット  
東京都オリンピック・パラリンピック準備局の西倉様宛に以下の書類を 3月19日に提出
し、手続きが完了した。  

①物品譲渡契約書（正） ※物品譲渡契約書（副）は、東京都アーチェリー協会で保管す
る。  

②物品受領書 ※契約の都合上、譲渡日が令和３年４月１日になる。 
 
【競技部会】  

１．第74回都民大会の表彰状団体用8枚、メダル金・銀・銅 各8個、優勝旗用ペナント2枚を
希望数として提出しました。 
  

都体協から感染防止対策用の消毒薬とパネル（90×120㎝ アクリル板）の提供を受けた。 
都民大会前に運搬方法等を検討する。パネルを必要とされる場合は、連絡ください。 

 

【審判部会】  
１．1級公認審判員新規認定会  

2月6日に開催され、澤口貢さん(青梅市ア協)が合格した。 2021年4月7日 
２．新規2級・3級公認審判員養成講習会  

審判員証等を近日中に送付予定。  
３．スポーツ活動継続サポート事業(日本スポーツ協会)  

『電子集計システムの導入による得点集計効率化事業』という名目でi@nseo(イアンセオ)の
機材 購入費等を申請し、 機材購入費：563,000円(70％助成)、コロナ対策費(体温計購入費
等)：51,000円(100％助成)、 合計614,000円の助成金交付が決定した。 

４．i@nseo(イアンセオ)機材貸出しおよびスタッフ派遣  
3月19日(金)～21日(日)に夢の島公園アーチェリー場にて開催された全ア連主催のオリンピ
ック最終選考会に 都ア協のi@anse(イアンセオ)機材一式の貸出し(有料)、およびスタッフ
として堀浩一郎さん(千代田区ア協)の派遣を行った。  

５．インドアベアボウ日本記録申請  
町田インドア(1月16日)で山本悠太選手(渋谷区ア協)、 東京インドアオープン2021(2月6日)
で遠藤博美選手(神奈川県ア協)が日本記録をマークし、全ア連に申請を行った。  



→ 日本記録の申請にはプログラム(要項：日付、会場、どの様な大会か確認できることが必
要)が必要である。今後はホームページ上のみの公開で構わないので、 それぞれの大会ごと
の要項を作成していただきたい。 
 夢の島大会の要綱を基にして至急作成を進めホームページに掲載することとした。 

 
【総務部会】 

特になし 
 
【関東学連】 

特になし 
 

【東身ア協】 
１．今月13日、ご無理を申しての審判研修実施を予定していただきましたが あいにくのお天

気で中止だったとのこと、新井から報告がありました。 色々とありがとうございました。 
２．東身ア協会員の宮本リオン、大山晃司の2名が3月27日、28日に開催された東京パラ代表

決定戦で、 代表内定を決めました。 すでに内定を決めている岡崎愛子も含め、3名の選手
が地元東京から出場という素晴らし 

い結果を 得られましたこと、日頃、都ア協の皆さんのご協力、応援のたまものと感謝してい
ます。 今後もどうぞよろしくお願いします。 

 
本年の障害者スポーツ大会は、事前連絡と異なる日程となっているため対応できない旨を伝
えています。来年度の予定について早い段階での連絡を要望しています。 

 
２．協議事項 
 
【理事長】 

特になし 
 
【強化部会】  

１．2021年度「東京アスリート認定制度」推薦選手募集について 
例年同様の基準で推薦希望者を募集します。 詳細は添付資料の通り。           資料③ 
申込締め切り日を4月21日（水）に修正して配信することとした。 
 

【普及育成部会】  
特になし 
 

【競技部会】  
１． 競技規則の変更に伴う、周知期間の延長  



・コロナ禍の影響で全選手への周知徹底が遅れているので、スコアカードに関する以下変更
事項の周知期間を2022年3月31日まで延長する件  

① スコアカードを受け取る際、必ず審判員が、署名、合計点、10点数、X点数(インドアで
は9点数)の記載をその場でチェックし、合計点、10点数、Ｘ点数(インドアでは9点数)、
選手、スコアラーサインのないスコアカードは、 選手に記載を求める。  

② 手書きのスコアカードのみの競技会では、過少、過大に関わらず、合計点の計算間違い
については無効とする。  

 
コロナ禍の影響で周知が徹底されていないため周知期間を1年間延長することで合意され
た。試合の開始前に注意喚起を継続していく。 
なお、高校ではスコアカードに記載がない場合、既に無効として取り扱っている。 
 

２． 光が丘公園弓道場の人数制限中の大会開催について  
・4月、5月の大会の部門はRC のみとしている。6月以降について（6月20日年齢別大会）人

数制限中は同様とするのか。 光が丘公園弓道場の人数制限50名以内が継続している。 
 
4月、5月の大会はRC のみとしたため、CP・BB選手の機会を増やすため光が丘公園弓道
場の6月20日の大会はCP・BB大会とすることとした。 
年齢別大会からの変更手続きを進める。 
 

３． フィールド大会 中止判断基準および事前申し込み制度導入の件  
 

【審判部会協議事項にて説明】  
・花のやまのフィールドについては、ここ数年何度か台風がらみの大会で選手より役員の方

が 多いという事象が発生しました。 緊急マニュアルにもある、警報レベルの気象状況の
場合の 役員の安全確保のために、Google フォームを利用した事前申し込み制度の導入を
考えております。 

 
都ア協ホームページの競技予定のページにリンクを貼り、申し込みフォーム(Googleフォ
ーム)から直接申し込む。 〈申し込みフォーム〉  



 

②申し込み担当者  
軌道に乗るまで小山さんが担当する エントリー担当メールアドレスを作成 
entry.archery.tokyo@gmail.com 
③申込期間 ・年度初めに全大会の申し込みフォームを作成し競技予定の掲載とともにリン

クを貼る。→申し込み可能・締め切りは大会前日の12：00(正午)  
・締め切り後のキャンセルは参加費を徴収  
・2021年度は移行期間とし、当日申し込みを受け付ける  

④ 大会運営体制について  
・競技役員は4名(競技委員長、審判長、審判員2名)で運営する。  
・事前に立順を作成できるため、受付の人数を減らすことができる  
・コロナ禍の影響で参加者が減っている  

⑤導入時期  
・第3回フィールド大会(6月27日開催)より導入開始。  

→5月の理事会にて承認を得た上で、加盟団体および関東地区に宛て案内文の発信を行
う。          資料④ 

上記の内容で進めることが了承された。 



 
２．学連出身者 審判員資格更新手続き 追加受付について  

学連は昨年度の審判員更新手続きを行っていないため、2021年度の新社会人、または大学院
生が 都ア協加盟団体に入会した際、審判員資格所有者の更新手続きを追加受付けする。  

資料⑤ 
各協会（連盟）に対し案内を送付し学連出身者の審判員有資格者の更新登録を促していくこ
とで了承された。 
 

【関東学連】 
特になし 

 
【総務部会】 

特になし 
 

【東身ア協】 
特になし 
 
・会計報告   

① 2020年度約220万円の赤字となる見込み、正式には監査終了後に5月理事会で報告しま
す。 

② 2021年度の予算のために各部会長は4月17日までに必要な予算について連絡ください
（特に備品関係について把握できていないので情報をください。）  

 
・夢の島におけるイアンセオ端末に関して 

前回の夢の島大会において都ア協の保有の端末では足りないため、高体連から借りて対応し
た。 
将来的には、都ア協と高体連共同で大会を開催し、端末を補完するとともに選手交流と強化
につながる運営をしていきたい。 

 
・東京インドアオープンのバッジ 

配布はほぼ終了した。 
 
・総会資料について 

表記がばらばらのため調整中。調整後、返却しますので確認ください。 
 
 
・総会について 

渋谷区スポーツセンターで実施することとする。 



ただし、人数を可能な限り削減する（理事の人数を絞る）ことを、5月理事会で承認をと
る。資料は事前に配布する予定。 

 
・5月3日の国体予選会 

イアンセオで実施する。的紙の在庫があるため購入不要。  



全日ア連総務第21-003号 

2021年 4月 1日 

 

加盟団体 各位 

 

（公社）全日本アーチェリー連盟 

         代表理事 宮﨑 利帳 

            （公印省略） 

 

 

２０２１年度社員総会開催のご案内 

 

拝啓 加盟団体の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は本連盟の運営に対して、多大なるご支援とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、定款第15条に基づき、下記の通り社員総会を開催させていただくこととなりました。 

社員各位におかれましては、ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席たまわり

ますようご案内申し上げます。 

なお、議案書・総会議決権行使書・委任状等は第1回理事会(5月29日）終了後に、加盟団体宛

に郵送いたします。  

                        敬具 

記 

開催日  ２０２１年６月１３日（日） 

時 間  13：00より 16：00まで 

議 題  第1号議案 2020年度事業報告について 

第2号議案 2020年度決算について 

第3号議案 役員改選について 

報告 ： 各部よりの報告、連絡 

会 場  「Japan Sport Olympic Square」予定しています。 

（ジャパン・スポーツ・オリンピック・スクエア） 

              東京都新宿区霞ケ丘町   （神宮外苑地区） 

以上 

 

お知らせ  

新型コロナウイルス感染症の影響により、社員総会を含め 4月以降の各種行事の延期や中止を含

め変更が予想されます。関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承

の程お願い申し上げます。 

koji
テキストボックス
資料①



全日ア連総務第21－004号 

２０２１年 4月 1日 

 

 

加盟団体 各位 

 

 

（公社）全日本アーチェリー連盟 

         代表理事 宮﨑 利帳 

              （公印省略） 

 

 

 

2021年度第3回理事会(拡大)開催予定のお知らせ 

 

時下ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。 

さて、6月 13日定例社員総会において 2021・2022年度理事・執行役員が決まります。 

そこで、2021・2022 年の本連盟運営方針の確認と、各部内方針の徹底を図るため来る 6

月 19日（土）に新役員による理事会(拡大)を開催する予定です。 

理事・執行役員の決定は社員総会の決議を待たなければなりませんが、6月13日社員総会

議決後直ちにご連絡いたしますので、2021・2022 年度理事・執行役員被推薦者の皆様に、6

月 13日（土）をご予定いただくよう被推薦者の皆様へのご連絡をお願いいたします。 

なお、選任されない方は招集在りませんのでご了承ください。 

 

 

2021年度第3回理事会(拡大)開催 予定 

 

１ 期  日    2021年6月 19日（土）    

２ 時  間   理事会（拡大）13：00～15：00まで 予定 

各部打合せ  15：00～17：00まで 予定 

２ 参加者    2021・2022年度理事・監事・執行役員 

３ 議  題    １.全日本アーチェリー連盟運営方針について 

２.2021度事業計画執行について 

３.各部打合せ 

４ 会  場    JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室 予定 

東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号予定 

 

以上 

koji
テキストボックス
資料②


