
理事会議案  

日  時   2021 年 8 月 4 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)： 11 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、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、 

審判部会長：小杉 理加、会計：成田 英司（書記） 

 

●報告事項 

【理事長】 

１． 個人情報シートの記入願い 

提出が確認できない協会は以下の通り：  

武蔵野市（8/6 現在） 

 

２． ９/29 一般理事会について 

緊急事態宣言発出時期と重なったせいで、一般理事会を昨年 9/30 以来開催出来ていない。 

渋谷ＳＳが閉鎖になる可能性を踏まえて、100 名は収納可能な別会場を探しています。 

 

現状のコロナ禍で一般理事会を通常通りに開催することは参加人数が多くなってしまうことから困難

と判断し、運営方法を変更することとした。 

前回の総会と同様に事前に資料を配布し、内容の確認を依頼し期日までに質問・意見等を集める方

式にする。 

 

３． 夢の島公園アーチェリー場の一般利用に向けての調整 

7/23 に全ア連、穂苅理事長・岡野事務局長に、これまでの経緯を報告。 

 

４． 駒沢公園第一球技場の最大的数増加検討 

現在の枠を組んである 42m 幅から、どこまで広げるか？  

安全管理規定の変更が必要です。（継続課題） 

 

結論はすぐに出さず、使用しながら検討を進めていくこととした。 

最大的数を増加する際は一般理事会に議題としてあげ決定していく。 

 

矢の引き分けについては問題になりそうな選手が減っているが、矢の引き戻しの際の暴発が確認さ

れているので 11 月の安全月間で矢の引き戻し方法についてテーマとし正しい射法を指導した上で

的数増加につなげていく。 

 

駒沢公園第一球技場は仮に誤射した場合でも的の後ろに体育館があるため、矢が止められる構造と

なっている。より暴発が起こりやすいコンパウンドの試合専用会場とすることも考慮していく 

 

 



５． 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 葛西支店で断られる。 

最悪は、メインの口座のみ、三菱 UFJ または、ゆうちょに切り替える。 

 

 

【競技部会】 

１． 競技予定の修正版として、２０２１年度競技予定 7/25 版と申込書を配信 

申込書の種別をキャディット→小・中学生（15 歳未満）。ジュニア→高校生（15 歳以上 

18 歳未満及び高校在学中）。に変更 

 

２． 優先予約で確保した、9 月 19 日「2021 年度ターゲットアーチェリー選手権大会」を 

「2021 年度東京都 70ｍ・50ｍラウンド駒沢大会」に、変更届を郵送した。 

 

３． 2022 年度事業計画書を駒沢サービスセンターに提出、駒沢第一球技場 7 大会、 

屋内球技場 1 大会を優先予約申し込む。 

 

【普及育成部会】  

１． 令和 3 年度ジュニア育成地域推進事業 

・申し込みのあった５地区へ予算決定の通知 

ジュニア初心者講習会、申し込みのあった墨田区、江戸川区、豊島区、文京区、 

町田市の各地区へ、事業分担金決定の通知し振り込み済（8/3） 

 

【強化部会】  

１． TEAM 東京 国体強化事業 

① ７月４日(日)2021 年度東京都国体選手第１回記録会を実施（会場：駒沢) 

 

② ７月１０日(土)～１１日(日)第２８回インターハイ記念大会 

（いちご一会とちぎ国体アーチェリー競技リハーサル大会）へ出場 

会場： 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 

【結果】 

   少年男女： 新型コロナウィルス対策のため、初日の予選(７０MR）のみ出場 

   成年男子： 予選２位、団体決勝トーナメント２位 

   成年女子： 予選３位、団体決勝トーナメント４位 

 

③ ７月１８日(日)関東地区大会予選会に出場(会場：駒沢) 

  

④ ７月２４日(土)～２５日(日)通い合宿を実施(会場：光が丘） 

新型コロナウィルス感染対策として、山梨県での合宿を中止し、通いとした 

【内容】 

   ２４日： 練習会（３分１立１０回×４回実施） 

   ２５日： 公認記録会（2021 年度東京都国体選手第２回記録会） 

       関東ブロック大会と同じタイムスケジュールにて実施 

       昼食は栄養士の海崎様の選定によるお弁当を用意 



   ※８月の予定 

７日(土)～８日(日第７６回国民体育大会関東ブロック大会アーチェリー競技 

(競技の実施は 8 日のみ、7 日は移動日) 

１５日(日)強化練習・講習会(光が丘公園) 

 

２． １２期生トップアスリート発掘・育成事業 

① 第５回練習会 ７月４日(日)駒沢オリンピック公園にて実施 選手４名参加 

② 第６回練習会 ７月１８日(日)世田谷公園洋弓場にて実施 選手４名参加 

③ 通い合宿 ７月２４日(土)～２５日(日)光が丘公園にて実施 選手４名参加 

  →３０M の練習を始めました。 

 

※８月の予定 

１日(日)世田谷公園 

１５日(日)光が丘公園 

２２日(日)会場未定 

２９日(日)光が丘公園 

 

【審判部会】  

１． 1 級公認審判員資格取得候補者                                   資料① 

・全 10 名。うち、役員および理事職に就いていない方について、専門委員に 

推薦します。 

・また 8 月 29 日(日)の東京都フィールド選手権大会に審判員として出役して 

いただく予定。 

 

２． 第 1 回審判員フォローアップ講習会 

・7 月 18 日(日)駒沢第一球技場にて開催。 

・9 名が参加。2 グループに分けて講習を実施した。 

・第 2 回は 10 月 3 日小金井で開催する予定だったが、競技会がなくなったため 

日程調整中。 

 

３． イアンセオ派遣依頼 

・栃木県ア協より 8 月 7 日(土)・8 日(日)に開催される国体関東ブロック大会 

(栃木県那須烏山市)へ、イアンセオの派遣依頼(スタッフおよび機材一式)がきた。 

堀さん(千代田区)、池澤さん(町田市)、山﨑さん(多摩市)の 3 名を派遣予定。 

今回は関東ア連の競技会ということで、機材のレンタル料はいただかず、スタッフの 

派遣費用(交通費・宿泊費・日当)のみ栃木県に負担していただく。 

 

 

４． 競技会における危険行射について 

7 月 18 日(日)関東地区ターゲット大会予選(駒沢第一球技場)にて、後半 5 エンドに 

CP 選手が矢を畳から外したとの申告があり、後方を探したが発見できなかったため、 

矢探しは後にして競技を続行。撤収作業中に危険ゾーンの黄色ロープ(高さ 3ｍ30cm 

程)の更に 2ｍ上方に矢が刺さっているのを発見。 



選手に矢を外した際の状況を尋ねたところ、引き戻しの際にリリーサーに触れて 

誤って発射してしまったとのこと。競技委員長より選手に対して、引き戻しの際は、 

押手を的につけたまま引き戻すよう注意を与えるとともに、危険ゾーンへの矢の 

打ち込みは、即競技続行中止であるため、最終エンドの行射はなかったものとし、 

6 射分の点数を取り消した。 

 

今回、矢が飛んだ高さは、小金井ならば後ろの矢止めボードの中ほど、光が丘 

ならば後ろの矢止めボードの上方に達する高さであった。 

引き分けの際の矢の高さだけでなく、引き戻しの際には的にサイトをつけたまま 

引き戻すよう、加盟団体へ注意喚起が必要。 

 

【総務部会】 

コロナの影響でスポーツセンターの利用が不確定のため、9 月 1 日の常務理事会は、 

西原地域交流センターで実施する。 

 

【関東学連】 

１． 7 月 2 日（金）～4 日（日）に、花のやまフィールドアーチェリーにて 

2021 年度関東学生アーチェリーフィールド個人選手権大会を開催いたしました。 

貴協会から一級審判員を派遣いただき、無事大会を終えることが出来ました。 

厚く御礼申し上げます。 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

●協議事項  

【競技部会】  

1. 競技会参加資格について 

現在→ 小金井・光が丘の開催競技会に申込する場合は、各射場の認定基準を満た 

していること  

 

提案→ 小金井弓道場と光ヶ丘弓道場の認定基準が異なり、曖昧なので都ア協の 

大会参加には独自の基準点を作成した方が良いのでは？ 

 

各射場の練習で何メートル ＲＣ：○○○点以上、 ＢＢ○○○点以上、  

ＣＰ○○○点以上を出している者 

 

チェックは、難しいが、ＣＰを始めた高齢者や、初めて競技会に参加する 

選手の行射が心配である。的の中に矢が入るのがやっとの選手が見られる。 

 

参加資格の点数を以下の様に記載することとした。 

リカーブ・コンパウンド： ５０・３０ｍラウンド ４５０点以上を目安とする 

ベアボウ：         ５０・３０ｍラウンド ４００点以上を目安とする 

 



【参考】 

○小金井の認定基準→３０ｍ ３６射 ２４０点  

行射できる距離： 

シール【赤】 50ｍまでの行射ができます。 

シール【青】 70ｍまでの行射ができます。 

シール【青・青】90ｍまでの行射ができます。 

都ア協の試合に出ている人は、過去１年以内の試合で 

３０m ２４０点以上なら赤シールつきの認定証（５０m まで行射できます）、 

５０m ２４０点以上なら青シール付の認定証（７０m までの行射ができます）、 

７０m ２４０点以上なら青シール２枚付の認定証（９０m までの行射ができます） 

 

○光ヶ丘の認定証の点数と距離について 

・30m（36 射合計点）270 点以上→ 50m まで利用可能な認定証を発行 

・50m（36 射合計点）220 点以上→ 60m 以上の距離が利用可能な認定証を発行 

また、6 か月以内の公認試合の成績か、光が丘の試合の成績でも認定可能です。 

・70m の公認試合（36 射合計点）240 点以上→ 60ｍ以上の距離が可能な認定証を 

発行 

 

2. 要項の無い 70ｍ・50ｍラウンド大会の要項作成テンプレート（参考駒沢大会）          資料② 

今後の 70ｍ・50ｍラウンド大会は、タイトルや日程等を変更し使用予定 

テンプレートは以下を修正する。 

・開場時間を記載する。 

・受付時間ではなく、集合時間を記載する。 

・用具検査時間は記載しない。 

・競技開始予定とする。 

 

町田インドアの申し込みについて 

2022 年度の 1 月～2 月のどこかで会場の予約を進める。 

 

2021 年度の東京室内について 

葛飾で実施不可の場合は、町田を東京室内として 1 日のみで実施する。 

 

【普及育成部会】 

１． 第 14 回東京都小学生・中学生アーチェリー大会 開催日・競技場の変更 

・10 月 24 日に光ヶ丘で予定していた「第 14 回東京都小学生・中学生アーチェリー 

大会」は、予定している光ヶ丘では、現状入場者数規制が解除される見通しが無く、 

例年 100 名程の参加となるこの大会を実施するのは厳しい。 

 

→11 月 21 日に夢の島公園アーチェリー場へ変更したい。 

   可の場合、会場使用料（都ア協負担）が変更、 

   30,000 円(予算申請額) → 23,250 円(夢の島会場昨年実績) 

 

上記について承認された 



【強化部会】 

特になし 

 

【審判部会】 

特になし 

 

【関東学連】  

１． 個選本選でのイアンセオ試用のお願い                               資料③ 

松村さん、池澤さんを派遣 

２． 2021 年度全日本学生アーチェリーフィールド選手権大会一級審判員派遣のお願い   資料④ 

牧田さん、鈴木さんを派遣 

３． 2021 年度全日本学生アーチェリーフィールド選手権大会下見への同行依頼        資料⑤ 

牧田さんを派遣 

 

本年度より、全日学連の試合への一級審判員派遣が地区学連から各地区協会へと 

お願いする形式へと変更となりました。 

つきましては、当連盟主管である全日本学生アーチェリーフィールド選手権大会について、 

上記 2 点へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

【総務部会】  

特になし 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

東京都ターゲット選手権の動員依頼について （9/5） 

現状では競技部会より動員依頼が出ていない状況、審判部会では動員依頼を見越して 

依頼を進めている。 

大会の役員を早急に決める必要がある。 

 



2021 年 7 月 31 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 

 

イアンセオ試用のサポート依頼について 

 

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。 

当連盟では現在に至るまで看的用紙のみで点数記録を行ってまいりましたが、集計作業等

の大会運営をより円滑に行うため、イアンセオ導入を検討しております。 

 

この度本格的な導入の検討するにあたり、当連盟は 8 月 17 日（火）、18 日（水）に行われ

る個人選手権大会本選をテスト大会と位置づけ、イアンセオ運営経験の向上・導入に向けた

具体的な課題の洗い出しを行う予定です。 

 

しかし、我々関東学連の役員はイアンセオの運営経験に乏しく、独力での導入は厳しい状

況です。そのような状況改善のため、貴協会には多々ご配慮いただき業務経験をさせていた

だきましたが、経験者は数名に留まり、機材等も万全ではない状況です。 

 

このような状況から、関東学連のみでの円滑な試用の実現に危機感を抱いており、我々の

みで十分な機材整備、記録作業を行うことは困難であると判断致しました。 

 

つきましては、個選本選におけるイアンセオの試用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。 

 

日程   ： 2021 年 8 月 17 日（火）、18 日（水） 

場所   ： 埼玉県南埼玉郡宮代町 はらっパーク宮代 

依頼事項 ： 当連盟のイアンセオ試用における機材貸し出し・オペレーター派遣 

 

以上 

koji
テキストボックス
資料③



令和３年 月 日

東京都アーチェリー協会

理事長 松村晃志様

全日本学生アーチェリー連盟

委員長 藤島悠吾

年度全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

に伴う役員派遣について 依頼

 

盛夏の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より本連

盟役員の活動に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 以下に記載いたします大会の現地下見および打ち合わせにおきまして、貴協会より１名

の一級審判員の派遣を依頼します、何卒よろしくお願いいたします。

記

事業名：第 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

   日程： 年 月 日 月・祝

   会場：群馬県安中市 群馬国際フィールドアーチェリー場

 依頼事項：一級審判員 名の派遣

   謝礼：なし

      交通費については弊連盟にて実費精算いたします。

以上

koji
テキストボックス
資料④



令和３年 月 日

東京都アーチェリー協会

理事長 松村晃志様

全日本学生アーチェリー連盟

委員長 藤島悠吾

年度全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

に伴う役員派遣について 依頼

 

盛夏の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より本連

盟役員の活動に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 以下に記載いたします大会におきまして、事業の円滑な運営のため、貴協会より２名の一

級審判員の派遣を依頼します、何卒よろしくお願いいたします。

記

事業名：第 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

   日程： 年 月 日 金

年 月 日 土

      年 月 日 日

   会場：群馬県安中市 群馬国際フィールドアーチェリー場

 依頼事項：一級審判員 名の派遣

   謝礼：なし

      交通費については弊連盟にて実費精算いたします。

以上

koji
テキストボックス
資料⑤


