
理事会議事録 

日  時   2021 年 7 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   

出席者(敬称略)： 17 名 

相談役：穂刈 美奈子、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、副理事長 富樫 昭一郎、 

事務局長：祝迫 修、総務部会長：飯泉 俊江、普及育成部会長：堀 浩一郎、 

競技部会長：近藤 辰夫、審判部会長：小杉 理加、強化部会長：斎藤 美央、 

関東学連: 市川 和樹、茂木 美優、小越 文佳、会計：成田 英司（書記） 

 

●報告事項 

【穂苅相談役】 

全ア連理事長就任のご挨拶 

 

【理事長】 

１． 個人情報シートの記入願い                                   資料① 

全役員・理事・専門委員に個人情報シートの記入をお願いします。（7 月末まで） 

 

２． （都体協）スポーツ指導者派遣                                 資料② 

都体協から案内有り。過去 2 年で依頼実績はなし。 

 

３． 各区市協会提出の現況届について 

９月末の一般理事会前に最終原稿取り纏めを目指して、各協会の提出内容を精査し、 

WEB 掲載の準備をする。 

 

４． 夢の島公園アーチェリー場の一般利用に向けての調整 

オリパラ準備局（都庁）、全ア連共に、担当者が交代となり、調整内容を整理中。 

 

５． 駒沢公園第一球技場の最大的数増加検討のお願い 

サービスセンターより、現在の枠を組んである 42m を超えての使用許可を頂く。 

安全管理規定の変更が必要です。 

→私案としてはホッケーコート（幅 56m＝29 的）の幅を提案します。 

 

実際に駒沢公園第一球技場において安全状況を検証し、的数増加についてを理事会で承認

を得て安全管理規定を変更することとした。  

 

６． 都ア協のネットバンキング対応銀行口座開設について 

三菱 UFJ、ゆうちょの情報収集中。 

 

 



【強化部会】  

１． TEAM 東京 国体強化事業 

① ６月１３日(日)に記録会と講習会を実施 

会場：都立小金井公園 弓道場 

【記録会】 

参加者２４名/３０名、３人１的１立にて実施 

少年男子１名が体調不良にて途中棄権。保護者に迎えにきて頂く。回復の連絡有り。 

 

  【講習会】 

アーチェリーという競技に合わせた栄養管理およびスポーツメンタルについて講習会を

開催。 

対象： 成年男女、トップアスリート発掘・育成事業受講生、保護者 

・栄養管理：講師 海崎彩先生（管理栄養士） 

テーマ「基本的な食事の形。試合前、中、後の補食について。」 

・スポーツメンタル：講師 小林玄樹先生（スポーツメンタルトレーニング指導士） 

  テーマ「モチベーションの維持、向上の仕方。」 

 

② 国体代表選手の決定について                                        資料③ 

６月２４日(木)ホームページへの掲載および、各区市協会・連盟宛に発信済み 

 

※７月の予定 

４日(日) 公認記録会(駒沢) 

１０日(土)・１１日(日) 第２７回インターハイ記念大会(国体リハーサル大会)(栃木)、 

１８日(日) 2021 年度関東地区大会予選会(駒沢) 

２３日(金)～２５日(日) 強化合宿(山梨予定) 

 

２． １２期生トップアスリート発掘・育成事業 

新型コロナウィルスの影響で事業開始が見送られていたが、６月より都体協の指示により始動 

選手： 本田伊織、笠原維武人、林千代、中田志穏 全４名 

・第１回練習会 ６月４日(日) 世田谷公園にて実施 選手４名出席 

・第２回練習会 ６月１３日(日) 小金井公園にて実施 選手３名出席 卒業生５名出席 

・第３回練習会 ６月２０日(日) 世田谷公園洋弓場にて実施 選手４名出席 

・第４回練習会 ６月２７日(日) 世田谷公園洋弓場にて実施 選手４名出席 

 

※７月の予定 

１８日(日)第５回練習会（世田谷公園） 

２３日(金)～２５日(日)合宿(山梨予定) 

 

３． 令和３年度東京アスリート認定選手 全 4 名確定 

芦田 美弥妃(慶応義塾大学)、 井上 友希(町田市)、 

小林 司(日本体育大学)、 矢島 萌音(日本体育大学) 



 

【普及育成部会】  

１． 令和 3 年度ジュニア育成地域推進事業 

・予算再編成実施 

 ジュニア初心者講習会、申し込みのあった５つの各地区へ、予算の組み直しを依頼 

４地区に応じて頂き、予算超過分を半減できた。 

予算超過分は、小中学生大会、ジュニア合同練習会、指導者講習会より振り分ける 

 

２． 地域体育協会のアーチェリー初心者講習会実施団体確認 

・東京都体育協会へ問い合わせし、下記５地域にて実施を確認した 

  世田谷区・江戸川区・三鷹市・町田市・日野市 

  江戸川区と町田市は、両方の事業を実施 

 

【競技部会】 

１． 7 月 25 日の第 4 回フィールド大会を 7 月 22 日（祝木）に変更 

・理由： オリンピックの自転車ロードレース（女子）が午後に開催され、近隣道路が 

通行止め等交通規制により 

 

【審判部会】  

１． 1 級公認審判員資格取得候補者 推薦のお願い 

・締め切り延長中。南ブロック 5 名、西ブロック 1 名、東ブロック 4 名の推薦があった。 

一旦募集を締め切りとし推薦者に今後の出役予定等をお知らせし進めていく。 

 

２． フィールド大会事前申し込み導入 

6 月 27 日(日)第 3 回東京都フィールド大会より、事前申し込み制度を導入した。 

・事前申し込み：29 名、当日申し込み：4 名 

・前日までにキャンセル：10 名、当日キャンセル：なし 

 

３． 第 1 回審判員フォローアップ講習会申し込み状況 

7 月 18 日(日)駒沢第一球技場にて開催予定。 

・7 月 7 日現在、申込者 9 名(7/11 締め切り)。 うち、1 名は 2 級審判だが、他県で資格を取

得し、10 年近く審判をしていないとのことなので、特別に受講を許可した。 

 

・また、昨年、資格更新をしなかった審判員 1 名について、資格復活の条件として、講習会

を受講させる。（伝達講習会の代替として） 

 

４． 2021～2022 年度審判部会専門委員(敬称略) 

鈴木桂(1 級・千代田区)、玉岡弘子(1 級・東久留米市)、神田たくみ(1 級・町田市)、牧内みどり

(2 級・千代田区)、武井揺子(2 級・千代田区)、山﨑窓未(3 級・多摩市)、清水憲彬(3 級・江戸

川区)、篠原孟(3 級・葛飾区) 

→以上 8 名を専門委員として推薦します。  



 

【総務部会】 

  特になし 

 

【関東学連】 

１． 6/25（金）26 日（土）に、富岡総合公園アーチェリー場にて昨年度中止となった 2020 年度新人

戦を再開催しました。 

 

 

●協議事項  

【普及育成部会】 

１． ジュニア育成地域推進事業、都ア協負担分追加 

小中学生大会 20,420 円 → 60,420 円 

合同練習会    10,800 円 → 46,625 円 

都ア協負担分の追加を承認した。 

 

【競技部会】  

１． ターゲット選手権大会 要項確認                               別紙④ 

① 2021 年度の 70ｍラウンド.50ｍラウンド大会は、2 大会しか開催していないので、ターゲット

選手権大会を開催するか？ 

・本大会は、選手の育成および審判の育成の上で必要であることから開催することとした。 

・今年度に限り、他県の成績を申請点として受け入れる（成績表の提出は必要）。 

 

② 開催する場合の申し込記録の期間は、2020 年度ターゲット大会以降の記録とするか？ 

・記録の期間は、昨年のターゲット選手権以降とする。 

・23 的 1 立で実施、1 的 2 人 46 名で調整することとした。 

 

２． フィールド選手権大会 要項確認                               別紙⑤ 

・参加費について締め切り後のキャンセルの返金は行わないこととした。 

・受付は先着順とする。 

・受付開始 7 月 19 日とし、受付開始に間に合うように配信する。 

 

３． 都ア協競技会の年齢区分について 

・過去の通達が生きているので、改めて明確にする必要あり 

 ≪インドアの年齢区分を、アウトドアと同じように修正したい≫ 

 

都ア協の競技会の申し込み区分（競技会要項に記載する） 

① アウトドア： 70ｍラウンド、60ｍラウンド、50ｍラウンド(BB,CP) 

A) キャデット： 小学生、中学生（RC60ｍラウンド） 

→70ｍラウンド参加は、ジュニアで申し込む事 

B) ジ ュニア： １９歳未満登録者、高校生 （70ｍラウンド）、50ｍラウンド(BB,CP) 



C) 一 般： １９歳以上登録者 70ｍラウンド、50ｍラウンド(BB,CP) 

D) マ ス タ ー： RC60ｍラウンド（夢の島射場で開催可能） 

 

② インドア： 18ｍ×2 （年齢区分は、開催年度の 4 月 1 日現在） 

●現状 

A) ジ ュ ニ ア： １５歳未満 （キャデット：小学生、中学生に変更の協議） 

B) 少 年： １５歳以上１８歳未満及び高校在学中 

C) 青 年： １８歳以上４５歳未満 （高校在学中を除く） 

D) 壮 年： ４５歳以上６０歳未満 

E) シ ニ ア： ６０歳以上 

 

     ●修正案 

A) キャデット： 小学生、中学生 

B) ジ ュニア： １５歳以上１８歳未満及び高校在学中 

C) 青 年： １８歳以上４５歳未満 （高校在学中を除く） 

D) 壮 年： ４５歳以上６０歳未満 

E) シ ニ ア： ６０歳以上 

 

キャデット、ジュニアの表現は避け、アウトドア、インドアとも次の区分とすることにした。 

（キャデット、ジュニアとすると 1 月 1 日で区切る必要があり、わかりにくいため） 

A) 小・中学生 

B) 高校生（年齢相当） 

C) 一般（50 歳未満） 

D) マスター（50 歳以上） 

 

東京都の年齢区分についての通知を行い、要項に追加する。 

区分の変更は 9 月 1 日から実施とする。 

TST の区分についても改めて通知を行なうこととする。 

 

【参考】 

登録区分 

① キャデット登録（中学生以下、中学生であっても 16 歳以上は 19 歳未満登録） 

② １９歳未満登録 

③ １９歳以上登録（登録年度に 19 歳に達する者は、登録時に 19 歳未満であっても 19 歳

以上の登録） 

 

全ア連が主催競技会又はＷＡ公認競技会 

① キャデット部門に参加できるのは、競技者が 17 歳の誕生日を迎える年の 12 月 31 日ま

でに開催される競技会まで。 

② ジュニア部門に参加できるのは、競技者が 20 歳の誕生日を迎える年の 12 月 31 日まで

に開催される競技会まで。 



③ マスター部門に参加できるのは、競技者が 50 歳の誕生日を迎える年の 1 月 1 日以降

に開催される競技会から。 

 

【強化部会】  

１． 強化に携わりたい希望者の問い合わせについて 

本年度の強化部会の体制は既に固まっているので、今回はお断りする。 

 

【審判部会】 

特になし 

 

【関東学連】  

 特になし 

 

【総務部会】  

１． 謝金未払金の清算について(会計：成田)                           資料⑥ 

→銀行振込にて処理したい。 

過年度未払金については銀行振込で処理することとした。 

   （コロナ禍で手渡す機会がないため） 

 

２． 本年度より謝金の清算は、一部、銀行振込を取り入れる予定にしております。(会計：成田)  

事前準備を要する謝金等は現金の持ち運び避けるため原則銀行振込とすることとした。 

ただし、手数料の削減のため大会ごとの清算ではなく年ごとにまとめて清算することとする。 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

町田市からの理事追加（赤松氏）を承認した。どの部会に所属するかは本人の意向も確認し決

定する。  



2021 年 7 月 7 日 

 

 

都ア協役員  各位 

 

 

                     東京都アーチェリー協会 

                     理事長 松 村 晃 志 

 

 

役員各位の個人情報の確認について 

 

 

 いつもお世話になります。日頃より東京都アーチェリー協会の運営にご尽力いただきありがと

うございます。 

 さて、総会、第１回理事会の議決等を経て、全ての役員、及び各位の所属部会が決定しました。

つきましては、役員各位の個人情報の一括での管理を目的として、添付の『個人情報等報告書』

に直接記入の上、理事長あてにご提出をお願いします。 

 収集しました個人情報は、理事長、会計管理の下、厳重に保管させていただき、ご本人の許可

なく公開等は一切行いません。収集した個人情報につきましては、都ア協からの通信・連絡、謝

礼・交通費等の振込みなど、必要に応じて活用させていただきますことをご承知おき願います。 

 

1.回答方法  添付の『個人情報等報告書』に直接記載の上、メールにて提出してください。 

 

2.回答期限  2021 年 7 月 31 日(土) 

 

3.提 出 先  都ア協理事長あて 

        メールアドレス：koji@matsumi-scl.com 

 

4.そ の 他  送信に当たっては、添付のデータにパスワードを設定することをお勧めします。 

       パスワード設定者は、データ送信のメールとは別送にてパスワードをお知らせく

ださい。 

 

 

◎本件問合せ 

副会長 近藤 均 

090-3599-1123 

以上 
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２０２１年６月２４日 

 

各区市アーチェリー協会・連盟 御中 

 

東京都アーチェリー協会 

会長 松本 洋平 

 

 

国体代表選手の決定について 

  

標記の件、2021 年 5 月 30 日(日)の 2021 年度国体最終予選会の結果に基づき 

以下の通り今年度の国体代表選手が決定いたしましたのでご報告いたします。 

 

１．成年の部 

○東京都代表選手（関東ブロック大会、本大会の出場選手） 

男子：小林 司(日本体育大学）、平林 真知(近畿大学)、杉田 蒼月(早稲田大学) 

女子：早川 漣(千代田区）、井上 友希(町田市）、浅岡 知穂(日本体育大学) 

※早川漣選手は、特例措置に基づき選考した。 

 

○補欠選手 

男子：木下 征史(渋谷区） 

女子：西岡 尚美(渋谷区) 

 

○育成選手（※対象となるのは2021年4月1日時点で21歳未満） 

男子：佐上 真慧(立教大学)、隅岡 将輝(日本体育大学)、松田 光太郎(電気通信大学) 

女子：矢島 萌音(日本体育大学)、徳満 涼夏(日本体育大学)、二ノ井 ほのか(玉川大学) 

  

２．少年の部 

○東京都代表選手（この中から本大会出場選手を決定する） 

男子：吉田 健人(駒場東邦)、田中 陽都(駒場東邦)、新家 朝陽(駒場東邦)、 

小林 隼人(第四商業)、原本 啓匠(駒場東邦)、川津 景斗(第四商業)、 

武内 俊秀(独協中学)、浅井 裕貴(日工大駒場）      以上 8 名 

 

女子：岸本 美咲(日体桜華)、阿久津 永茉(日工大駒場) 、肥沼 美幸(日体桜華) 、 

   上田 桜々花(ＩＣＵ)、齋藤 花歌(東)、本間 花清(東)、 

   石川 公菜(東)、二ノ井 みりか(松ケ谷)         以上 8 名 

 

○国体関東地区大会出場選手 

男子：吉田 健人(駒場東邦)、田中 陽都(駒場東邦)、新家 朝陽(駒場東邦) 

女子：岸本 美咲(日体桜華)、阿久津 永茉(日工大駒場) 、肥沼 美幸(日体桜華) 

 

  ○国体関東地区大会補欠選手 

男子：小林 隼人(第四商業) 

   女子：上田 桜々花(ＩＣＵ) 

 

以上 
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