
理事会議事録  

 

日  時 2021 年 5 月 5日 

場  所 ワン・デイ・オフィス・トーキョー(代々木駅前) 
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）、茂木 美優（関東学連） 

 

出席者(敬称略)：15 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、齊藤 未央、関東学連:、小越 文佳、書記：成田 英司 

 

１． 報告事項 

【理事長】  
１．総会資料確認  

 
【強化部会】 

１．第1回国体予選会 中止 5月3日に予定していた第1回国体予選会は緊急事態宣言発令に伴う 駒沢球技場
の利用停止により中止となりました。 なお、73名の方のエントリーがありました。 
 

【普及育成部会】  
１．トップアスリート発掘・育成事業（第12期生対応事業）  

・ 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）に
提出し、現在、精査確認作業中。 
1) 事業経費申請書  
2) 事業実施計画書  
3) 事業収支予算書  

 
・ 専門プログラム実施スケジュール  

第1回目合同練習： 5月9日（日）9：00～12：00  
場所：中央区立総合スポーツセンター 「中止」  

※東京都体育協会より、緊急事態宣言期間5月11日まで、中止または延期の指示有。  
 

第2回目合同練習： 5月16日（日）9：00～12：00  
場所：世田谷公園洋弓場で実施予定  



第3回目合同練習： 6月6日（日）9：00～12：00  
場所：世田谷公園洋弓場で実施予定  

 
２．トップアスリート発掘・育成事業（第13期生対応事業）  

・ 競技体験プログラム実施にあたり、江戸川区総合体育館の優先利用の手続きを行い、4月26日に 
江戸川区役所より、承認回答書を受理し、次の日程で実施する。  

第1回目： 9月20日（月・祝）  
第2回目：10月17日（日）  
※トップアスリート発掘・育成事業の報告は、次回から強化部会になります。  

 
３．令和２年度ジュニア育成地域推進事業  

・ 3月9日（火）に、提出した実施報告書は、4月13日に完了し、分担金交付額確定通知が 送付され、
交付決定額1,500,000円、精算額0円が確定した。  

 
４．令和３年度ジュニア育成地域推進事業  

・ 分担金申請書を、4月16日（金）に提出。  
・ この事業に対するヒアリング実施予定日  

5月13日（木）、14日（金）、17日（月）、18日（火）（いずれか1日）  
 
【競技部会】  
１．都体協へ第74回都民大会総合プログラム用トーナメント表を提出した。（4/22）  
２．Webサイトの大会予定ページに、フィールド大会の申込フォームのリンクをしゅくみねっとに発注し

た。（5/5） 
 
【審判部会】  
１．新規2級・3級公認審判員養成講習会 審判員証等を各自に送付済み。  
２．i@nseo(イアンセオ)機材貸出しおよびスタッフ派遣 5月15日(土)～16日(日)につま恋リゾート彩の郷に

て開催される全ア連主催の東京記念大会チャレンジ ターゲットアーチェリー大会に、都ア協の
i@nseo(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)、
松村理事長、池澤副理事長(16日のみ)の派遣を行う予定。  

 
２．東京都フィールド大会 事前申し込み制度導入について 第3回フィールド大会(6月27日開催)より導入開

始。加盟団体および関東地区に宛て、文書発信を お願いします。  
また、事前申し込み制度の根拠が記してある『緊急マニュアル』を、都ア協ホームページに掲載をお願
いします。  

 
４．1 級公認審判員資格取得候補者 推薦のお願い          資料① 

 2020年10月理事会にて承認済みの件。 各ブロックからの推薦者締め切りが5月末日となっています。



推薦書のフォームを発信しますので、これにて 推薦をしてください。  
 

５．公認競技会成績報告について 全ア連の成績システムは、選手名ではなく、会員番号のみを認識します
（番号を誤りますと選手名に関わらず、その会員番号の選手の毎ページに成績を登録してしまいます 
各ブロックで的番表を作成する場合に、会員名と会員番号がずれる事の無い様に気を付けてください。  
受付時に会員番号を全ア連カードのバーコードの読み取りにより確認することが望ましいが、問題が無
ければ立ち順をイアンセオチームで作成することにより会員番号の確認ができるので立ち順表作成前に
申込一覧をイアンセオチームに渡してほしい。 

 
【総務部会】 特になし  
 
【関東学連】 特になし  
 
【東身ア協】 特になし 

 

２．協議事項 

【理事長】  
１．総会の開催方法について 感染防止対策として、主催者側は一般理事には遠慮いただき、常務理事会で

対応する。 事前に総会資料を評議員に配布する。 評議員の出席は従来とおり。  
 
以下の理由で総会自体も、昨年同様にメールでの資料配布と質疑を行う方式にすることした。 
コロナの影響で開催場所である渋谷区スポーツセンターの利用ができない可能性がある。仮に使用でき
た場合でも時間制限（20時まで）があり、十分な質疑を行えない可能性が高い。 

《定例総会の予定》 
・メール配信による総会のお知らせ：5/5 付 
・区市ア協(連)会長への議案の配信予定日：5/15 以降 
・各区市評議員の質疑受付期間：5/19～5/23 
・各区市評議員の表決締切日：5/26 （各議案の採決結果は、5/27 以降に報告） 
総会議案書は、各区市会長に配信後、都ア協ＨＰにも掲載する。 

 
【強化部会】 特になし  
 
【普及育成部会】  
１．令和３年度ジュニア育成地域推進事業募集要項について 今年度も、昨年度と同様、書類提出および 

説明会について、新型コロナウィルスの影響を考慮する。  
1) 提出種類の内、分担金申請書の原本は、申請額が確定後、郵送にて提出する。  
2) 募集要項における説明会を、今年度は、質問等、個別にメールにて対応する。  

・00_R3_ジュニア育成地域推進事業_募集要項(案).pdf     資料②  



・01_R3_①分担金申請書.docx            資料③  
・02_R3_②実施計画書_③収支予算書_様式.xlsx      資料④ 

 
資料の通り、5 月 7 日配信で締め切り 5 月 31 日とする。念のために毎年申し込みのある団体には早めに
提出いただけるよう連絡を入れることとした。 

 
【競技部会】  
１．第74回都民大会アーチェリー競技の開催について  

参加予定地区数： 男子27地区 監督1名、選手3名：108名＋補欠  
女子21地区 監督1名、選手3名：84名＋補欠  

役員：約20名   総参加者数：約220名  
 

●会場の小金井公園弓道場の100名以内の入場者数制限中である。  
１．男女全地区同時開催は、入場者数超過にて不可能である。  
２．二部制として、男女を午前と午後に分けての開催は、午後の男子地区が入場者数超過となる。  

男子選手3名のみに制限した場合101名（役員20名含む）となる。 
 

 ①2部制のトーナメント戦の場合は、時間的に難しい。入れ替えに時間が掛かる可能性大  
・選手3名では、女子63名、男子81名＋役員20名、  
午前の部：女子21地区 63名＋監督1名＋役員20名 計104名  
午後の部：男子27地区 81名＋役員20名 計101名（選手＋監督：108名＋役員20名 計128名）  

②午前の女子部は、監督の入場はできるが、午後の男子部の監督は、入場できない。  
男子の部は、選手が監督を兼ねる。  

  
●午前の部：女子21地区 選手3名＋監督1名 84名 ＋役員20名                  資料⑤  

1回戦：  10地区   30分  
2回戦：  16地区   30分  
ファイナル1/4：  8地区   20分  
セミファイナル： 4地区   20分  
ブロンズ、ゴールド各2地区  25分 （同時行射）  

 
●午後の部：男子27地区 選手3名 81名 ＋役員20名        資料⑥ 

1回戦：  22地区   30分 （敗退地区は、速やかに退場する）  
2回戦：  16地区   30分 （1回戦敗退地区が退場後、2回戦出場地区の監督が入場できる。） 
ファイナル1/4：  8地区   20分  
セミファイナル： 4地区   20分  
ブロンズ、ゴールド 各2地区 25分 （同時行射）  

 



●参考時間  
8：30 役員集合  
9：00 集合 男女監督各1名 48名 役員20名 計68名  
9：30 監督会議  
9：45 開会式、男女監督各1名 48名 役員20名 計68名  

10：00 競技説明  
10：10 女子地区 練習スタート・1回戦スタート 10的  
10：40 女子地区 2回戦 16的  
11：10 女子地区 ファイナル1/4  
11：30 女子地区 ファイナル  
12：00 女子地区 ブロンズ、ゴールド（同時行射）  
12：40 女子選手解散、退場  
13：00 男子地区入場 男子選手３名 81名 役員20名 計101名  
13：30 男子地区 練習スタート・1回戦スタート 22的 1回戦敗退地区退場  
14：00 男子地区 2回戦 16的 男子監督入場可 64名  
14：30 男子地区 ファイナル1/4  
14：50 男子地区 ファイナル  
15：10 男子地区 ブロンズ、ゴールド（同時行射） 
15：40 終了 撤去作業  
16：10 表彰式、閉会式  
16：30 解散  
2部制で滞りなく行った場合でも時間の余裕は無い  
 
問題点  
1. 午後の入場者数制限超過、選手のみの入場  
2. 入場できない選手の待機場所（密を避けられるか）  
3. 天候不良で、朝のスタート時間が遅れた場合  
4. 男女選手の入れ替え方法  
5. 時間短縮のためセット数を減らすか  
6. 時間内に終了しない場合は、表彰式と閉会式を外で行なえるか  
7. その他  
 
上記事項を検討の結果、都ア協として以下の理由で本年度の都民大会を中止することとした。都対協に
報告し、指示を仰いだ上で、都ア協から各団体に案内を配布する。 

・ 100名の人数制限の中、競技方法を変更せずに実施することはスケジュール的に困難（競技方法の
変更ができないことは確認済み）。 

・ 団体戦の場合、選手はまめにマスクを着用する事が難しく、マッチ毎に６選手と審判員の距離も近
い、 



・ コロナの影響で各地区の練習場所が閉鎖され練習ができていない状況にある。 
・ 団体戦のため、選手間の距離が近いため、通常の個人戦以上に感染リスクが高くなってしまう。 
・ 十分な待機場所が確保できないため密になりやすい。特に雨天となった場合、密な状態が避けられ

ない。 
 
【審判部会】 特になし  
 
【関東学連】  
１．関東学連フィールド実地講習会講師派遣のお願い     資料⑦  

牧田さんを派遣予定 
 
２．関東学連フィールド一級審判員派遣のお願い     資料⑧  

牧田さんを派遣予定 
 
【総務部会】 特になし  
 
【東身ア協】 特になし 
 
【その他】 

・ 6月５・6日に高校の関東大会を神奈川で実施される。その際のタイマー表示が３台有る信号機が神
奈川には無いことから神奈川高体連から貸し出し要請が都ア協にされる見込み。要請があった場
合、貸し出すことが承認された。合わせてインカム12台の貸出し要請もあり。 

 
・ 栃木県アーチェリー協会からイアンセオを導入するための視察の依頼があった。直近の東京記念大

会チャレンジ ターゲットアーチェリー大会を紹介することとする。 
 

・ 常務理事会終了後 役員選考委員会を開催した。  
  
 
 



2021 年 4 月 27 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 

 

学連フィールド実地講習会への講師派遣のお願い 

 
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。 
さて、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

を開催しております。昨年度本大会は中止となりましたが、ご多忙の中関東学連役員向け講
習会への講師派遣、各種調整にご協力いただきましたことを感謝申し上げます。 
 

今年度につきましては、例年通りフィールド個人選手権の開催に向け準備を進めており
ます。つきましては、関東学連役員に向けた事前実地講習会に東京都アーチェリー協会様よ
り以下の日時、場所にて講師の派遣をお願いしたく存じます。 
 

日時 ： 5 月 30 日（日) 
場所 ： 花のやまフィールドアーチェリー場 

 
我々関東学連の役員は、新型コロナウイルスによる昨年度大会の中止の影響もあり、役員

のほとんどが競技・運営共に経験したことがないという状況です。そのような状況下での試
合運営は例年にも増して困難であり、例年以上の入念な事前計画の作成と把握、手順の確認
が必要となります。 

このような状況下において、フィールド競技のルールの完全理解・徹底、実地である花の
やまフィールドアーチェリー場の注意点の把握・共有を当連盟のみで行うことは、事故なく
競技の魅力を体感できる大会の実現には不十分であると考えております。 

つきましては、フィールド大会の事前の役員への実地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。 
 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 
 
 

以上 



2021 年 4 月 27 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 

 

東京都アーチェリー協会一級審判員派遣のお願い 

 
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、2021 年度関東学生アーチェリー連盟フィールド個人選手権の開催を、2021

年 7 月 2, 3, 4 日（金・土・日）に予定しております。 
 

 しかし、当連盟には一級審判員がおらず、またフィールド競技運営経験者もわずかという
状況です。毎回のお願いでお手数おかけいたしますが、本事業の円滑な開催のため、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。 
 
 貴協会にはご多忙の中派遣をお願いする形となりご迷惑をおかけいたしますが、事情ご
賢察の上、よろしくお取り計られますと幸いです。何卒よろしく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連盟フィールド個人選手権 
日程 ： 2021 年 7 月 2, 3, 4 日（金・土・日） 
場所 ：花の山フィールドアーチェリー場 
依頼事項 ： 一級審判員 1 名の派遣 
 

 
以上 

 


