
理事会議事録  

日  時   2021 年 11 月 3 日 

場  所   渋谷区スポーツセンター2 階 第３会議室 

注  記   議長：松村、書記：成田 

出席者(敬称略)： 16 名 

副会長:近藤 均、相談役：穂苅 美奈子、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 未央、 

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 

【理事長】 

１． 都ア協 登録担当者の変更完了のお知らせ 

・11 月の登録申請より、担当が大川さんから中田さんに引継ぎとなります。 

 登録申請担当者のメールアドレス、登録費用送金先銀行口座に変更はございません。 

 

＜以下、大川さんからのご挨拶になります＞ 

2015 年 9 月以来、何とか登録申請担当者としての役目を果たせたのは、登録申請 

担当者の皆様のご協力によるものと感謝しております。大変お世話になりました。 

厚く御礼申し上げます。皆様のご健康と一層のご発展をお祈りいたします。 

 

２． 夢の島アーチェリー場の優先受付範囲変更                           資料① 

東京高体連、区市ア協は共催で優先受付としたが、関東学連は一般受付となる 

３． 駒沢公園第一球技場の畳倉庫移設をサービスセンターの方でご検討いただいている 

４． 駒沢公園第一球技場の的数増設伴う処置（10/16） 

・備品補充（ターゲットピン、風見旗、畳 5 畳） 

・体育館半地下 1 階通路ガラス窓に対する防矢目的で畳３枚設置した 

５． 11/14 関東高等学校アーチェリー選抜大会 大会役員委嘱 

松本会長（顧問）、松村（参与）として                                資料② 

６． 中央区審判資格更新不備に関する顛末書を受理                           資料③ 

７． 2022 年度 関東ブロック大会（東京）宿泊ヒアリング                       資料④ 

８． 10 月までの競技会収支                                         資料⑤ 

 

【競技部会】  

１． 12 月 18 日、19 日の 2021 年度東京都室内アーチェリー選手権大会中止                          

来年 2 月頃まで、ワクチン接種会場として利用する事になり、会場予約がキャンセル 

されました 

 

２． 2022 年度駒沢オリンピック公園施設優先利用が決定した。 

第一球技場：６大会 

① 4 月 17 日（日）：2022 年度第１回東京都 50ｍ・30ｍ・ＴＳＴ大会 

② 5 月 8 日（日）：2022 年度東京都国体予選会 



③ 6 月 12 日（日）：2022 年度東京都国体最終予選会 

④ 7 月 3 日（日）：2022 年度東京都国体選手第 1 回記録会 

⑤ 7 月 17 日（日）：2022 年度第２回東京都 50ｍ・30ｍ・ＴＳＴ大会 

⑥ 9 月 19 日（祝月）：2022 年度東京都 70ｍ・50ｍラウンド駒沢大会 

 

屋内球技場：１大会 

⑦ 令和５年 2 月 17 日（金）夜間、18 日（土）、19 日（日）：インドアオープン 2023 

 

上記 7 大会分の減額免除申請書の提出と予納金の振込をした。 

残金は、12 月以降に振込予定。 

 

【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要項、配信 

・9 月 30 日より 10 月 31 日までの期間で受付締め切り 

 申込者 56 名 

 

２． トップアスリート１３期生体験会 2 回目実施 （強化部共同） 

・10 月 17 日、江戸川区総合体育館アーチェリー場で実施 

→中学 2 年生 27 名参加（男子 13 名、女子 14 名） 

 

【強化部会】  

１． TEAM 東京 国体強化事業 

① 10 月 13 日(水) 競技力向上研修(第１回、第２回)に出席（齊藤） 

テーマ：第一回「アンチ・ドーピング」、第二回「モチベーションの維持」 

 

② 10 月 16 日(土) 成年女子 関東ブロック大会通過祝賀会実施 

関東ブロックを通過するも、三重国体が中止になった為、成年女子選手 

（1 名欠席）と監督１名にて祝賀会を実施 

2021 年度予算の祝賀会費を使用させていただきます。 

 

③ 10 月 21 日(木) 夢の島冬季大会①②③をホームページおよび各協会へ配信 

 

④ 10 月 24 日(日) 強化練習会実施 

会場：東京都立光が丘公園 

内容：体幹トレーニング、行射練習(180 本程度)、団体戦練習 

 

⑤ 10 月 29 日(金)～31 日(日) 秋季合宿(高校生対象)を実施 

会場：つま恋リゾート 彩の郷 男子 3 名女子 10 名参加 

 

⑥ 10 月 31 日(日) 中学３年生強化選手募集の案内を配信               資料⑥ 

TEAM 東京の強化を図るため、来年の競技会での即戦力育成 

締切：11 月 10 日(水)23 時 59 分迄とする 

 



   ※1１月の予定 

11 月 28 日(日)強化練習会（未定）（試験時期と重なる事から中止とした） 

強化選手募集の学年に関しては今後の検討課題とする。 

 

２． １２期生トップアスリート発掘・育成事業 

① 第 15 回練習会 10 月 10 日(日) 世田谷公園にて実施 選手 3 名参加 

② 第 16 回練習会 10 月 24 日(日) 東京都立光が丘公園にて実施 選手 4 名参加 

③ 第 17 回練習会 10 月 31 日(日) 世田谷公園にて実施 選手 4 名参加 

※第 16 回は国体強化事業と合同にて実施した 

 

※11 月の予定 

11 月 3 日(祝) 世田谷公園 

11 月 7 日(日) 世田谷公園 

11 月 21 日(日) 第 14 回東京都小学生・中学生アーチェリー大会出場 

 

【審判部会】  

１． 第 2 回フォローアップ講習会 

10 月 10 日(日)小金井にて実施。現在、東久留米市より 1 名受講した。 

 

２． 2022 年度ナショナルチーム選考会 イアンセオ派遣 

11 月 5 日(金)～11 月 7 日(日)に夢の島アーチェリー場にて開催される 2022 年度 

ナショナルチーム選考会に、イアンセオの機材一式の有料にて貸与、およびスタッフの 

派遣を行う。 

5 日(日)：公開練習 堀さん 

6 日(土)：1 日目 堀さん、松村さん、清水さん 

7 日(日)：2 日目 堀さん 松村さん 富樫さん 

なお、全ア連の謝金が 4,000 円(日当 2,000 円、交通費 2,000 円)で、都ア協の謝金より 

1,000 円少ないため、都ア協より補填をお願いしたい。 

都ア協から 1000 円補填することとした（イアンセオ機材は有料で貸し出しのため、収支は 

プラスとなる）。 

 

３． 駒沢第一球技場 的数増設について 

10 月 16 日(土)に実施した東京都秋季駒沢大会において、従来 21 脚の制限だった 

ところを、サイドラインギリギリまで脚を増やすとどのような感じになるか、試してみた。 

両側のサイドラインから 1ｍ入ったところに全部で 27 脚設置することができた。 

 

４． 3 級審判員復活申請について 

7 月理事会にて簡単な報告を行ったが、中央区ア協にて 2020 年度に他県より転入 

してきた 3 級審判員の資格更新手続きを行わなかったため、資格を失効してしまった。 

 

資格失効については、今年 6 月に本人が会員管理システムのマイページで審判員資格の 

有効期限が切れていることに気づき、その旨を全ア連に問い合わせてきたため、発覚。 

本人には非がなかったため、伝達講習会の代わりにフォローアップ講習会を受講していた 



だくことで、資格復活を認めた。 

中央区ア協には何故このような事態が起きたのか、理事長宛に顛末書を提出してもらった。 

 

５． ＷＡ総会決議 競技規則の変更について 

ターゲットアーチェリーにおいて、制限時間を 1 本 40 秒から 30 秒(6 本行射で 3 分)に 

短縮される。2022 年 1 月 15 日より施行される。 

日本でも WA の公認試合で来年から運用される予定。 

その他の試合への運用は、競技規則変更後（2022 年 10 月以降）と思われるが、全ア連より 

先行実施についての連絡が出た場合、都ア協は制限時間を短縮しての運用を進める。 

・全国審判員研修会（宇都宮）に澤口さんと小杉さん参加予定 

 →全ア連より代表者 1 名のみ参加を厳守するよう言われたため 

・コンチネンタルジャッジ講習会（ドバイ）に神田さんを派遣に向けて検討中 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

１． 10 月 15 日〜17 日に、群馬国際フィールドアーチェリー場にて全日本学生アーチェリー 

フィールド選手権大会を全日学連と開催いたしました。 

ご多忙の中、貴協会には審判員をご派遣いただき、誠にありがとうございました。 

 

【東身ア協】  

特になし 

 

 

●協議事項  

【理事長】 

１． 12/18・19 の葛飾インドア中止を受けて、代替で夢の島で 50m・60m 大会の開催はどうか？ 

東京都で昨年インドア大会の実施が少なかったことで申請点がない選手が存在する。 

18m ラウンドをインドア申請点の救済のために実施することとした。 

・50m・60m と 18m を２部で実施することで両方のエントリーを可とする。  

・参加費はどちらも 2500 円とする。 

・12 月 19 日だけ実施（雨天実施：シューティングラインを屋根のあるところに設置予定） 

葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館の利用再開が決まり、東京都室内アーチェ 

リー選手権大会が当初の予定通り開催できる事となる。 

 

２． 駒沢公園第一球技場の畳の状態確認 

・2022 年度は、都ア協で 6 大会、東京都高体連で 5 大会開催されるので 

畳の消耗度合いを確認し、入れ替え時期を計画する必要あり。 

 

３． 審判員の動員方法についての案                                 資料⑦ 

・夢の島射場の追加により、より多くの審判員動員希望が増える。 

 東ブロックだけでは当然回しきれず、駒沢同様、南ブロックも共同で運営していくが 

 花のやまも抱えているので、①1 級審判員の計画的動員、②２級以下の審判員の 



 ブロックを超えた募集が必要になる。 

 そこで、添付資料の様に、①1 級審判員は調整さんでの管理、②２級以下の審判員に 

 ついては、今回、フィールドや強化部夢の島冬季大会のエントリーで採用している、 

 Google フォームによる「エントリ―方式」で、審判員を広く募るのはいかがか？ 

 
以下について検討を進めることとした 

・審判員については、経験者が少ないと試合が成立しないリスクがあるため固定の 

経験者を含める必要がある。 

・都ア協主催のため、都ア協理事を含める必要がある。 

・競技委員長、DOS、審判長は、東西南北のブロックで選定してもらう必要がある。 

・審判の機会を増やすための一般の審判員を動員するためには有用と思われる。 

 

４． シブヤアーチェリーより、夢の島でスポンサー大会開催の打診あり 

→ベタ打ちとトーナメント戦の受託単価を決めていきたい。 

以下を確認し大会運営の一部を業務委託として受けるかたちで検討する。 

・どの様な大会としたいのか。 

・都ア協にどのような役割を期待しているか。 

 

５． 都ア協の主口座のみネットバンキング対応の為、三菱 UFJ 銀行に移行したい。 

→総務部に開設を依頼したい。 

インターネット口座に来年度から切り替える予定。 

 

【競技部会】  

１． 2022 年度競技予定草案について                                資料⑧ 

小金井 6 大会、光が丘 6 大会、駒沢 6 大会、夢の島 6 大会、フィールド 8 大会を掲載した。 

・大会日程や内容についてご検討をお願いします。 

・江戸川インドア追加する 

・高橋菅谷杯について確認を取る 

・7 月 10 日 同日ブッキングはラウンドが異なる試合にする 

・小金井には上部大会につながる大会は組み込まない（会場が確保できない可能性が 

あるため） 

・5 月 22 日は、 50・30ｍラウンド大会とする 

来月の理事会までに検討ください 

 

① 新型コロナウィルス感染症が収束するまでは、2 立でおこなう、定員超過の場合は 

抽選とする。 

定員オーバーの場合、都ア協会員を優先する。 

② 駒沢第一球技場の国体関係大会は、優先予約時の大会名です。 

後日変更する場合は、変更届を提出する必要が有ります。 

③ 夢の島アーチェリー場の大会日程を記載したが、利用には確認が必要。 

→（松村）5/15 の 70m・50mR 大会のみ日程が高体連と重なる。共催では？  

④ 2022 年度から各射場の大会要項を作成する事とし、競技予定には、    資料⑨ 

要項掲載とした。 

⑤ 光ヶ丘の大会では、的数の関係で小中学生の 60ｍラウンドの開催はしない。 

光が丘は 50m・30m ラウンドの大会に限定して行う 

⑥ ＢＢラウンドか 60ｍラウンドの二者択一となるが、60ｍラウンドの申込者は 



少ないので、ＢＢラウンドを行う予定。 

⑦ TST 記録会は、行射本数の関係で 70ｍ・50ｍラウンド大会と同時開催が 

良いのでは？ 

TST は 6 射撃ちのため 70m ラウンドで行う。 

 

２． 2021 年度東京都町田インドア大会の打ち合わせ報告                    資料⑩ 

及び要項案                                               資料⑪ 

昨年から入場方法のみを変更する。 

2 部 3 部の入場は 2 階から階段を下りて入場する（前部との入れ替えを円滑に行うため） 

・要項の開催年を修正する。 

・個人申込で行う。 

 

小金井の 12 月 14 日の大会は 25 脚で行うことを確認した。 

競技安全規程の素案を作り 1 月の理事会で確認する。 

（夢の島、駒沢の脚数の明記、及び夢の島の危険ゾーンの確認等） 

 

【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 警備員依頼 

・11 月 21 日夢の島アーチェリー場で開催予定 

的後方築山裏の警備、左右に各 1 名、交代要員含めて 4 名の動員を 

競技部に依頼したい 

理事長から理事全員に声をかけることとした。 

 

【強化部会】 

１． 指導者育成のために、外部コーチを登用する計画中 

選手強化を進めていく上で、指導手法の統一をし、小中学生から選手を育てて行く 

詳細検討中。 
 

２． 夢の島冬季大会の審判の応援動員のお願い                         資料⑫ 

強化部からの役員は別紙のとおりになります。 

審判部から 12/5 が 3 名、12/12 が 3 名、12/26 が 6 名の応援をお願いいたします。 

理事長から理事全員に声をかけることとした。 

 

【審判部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

特になし 

 

【総務部会】  

特になし 

 

【東身ア協】  

特になし 



 

穂苅さんの挨拶(全ア連理事長として) 

・夢の島リスタートイベントでのアーチェリー体験教室の応援についてのお礼 

・2022 年度ナショナルチーム選考会 イアンセオ派遣についてのお礼 

・11 月 21 日 江戸川区でのイベント開催での協力についてのお礼  

 



令和 3 年 10 月 23 日 
東京都アーチェリー協会 理事長 松村様 
 

関東学生アーチェリー連盟が現状では一般受付となる理由について 
 

時下ますますご清栄のことと存じます。 
 
この度の関東学生アーチェリー連盟が、現状では一般受付になることにつきまして、ご報告をいたします。 
 
夢の島公園アーチェリー場は、今まではアーチェリー用途としての使用に限定された中で行われており、優先
受付との境目が申請のタイミングのみで判断をしていたと言って過言ではありませんでした。 
 
ですので、申請をいただいた殆どの場合、一般予約であっても他団体と競合しない限りは、使用いただいてい
たという経緯があります。 
 
ところが、ここにきて東京都が優先受付の管理基準を満たさない場合は、優先受付とは認めないと申してきま
した。タイミングの問題はありますが、東京都の申していることは当たり前のことです。それを皆様にお伝え
してこなかったことは、私の認識不足と東京都への確認を怠った私の怠慢であったと猛省しております。 
 
優先受付の判断基準としましては、管理運営基準書の、④の「知事が認めるアマチュアスポーツ団体」が世界
大会、全国大会，全都大会等で実績のある競技会に使用するとき。です。それに該当する団体が、全日本アー
チェリー連盟、東京都アーチェリー協会の二つという認識でした。 
 
東京都の回答は、④に該当しない場合は、一般受付とする、ということでした。 
 
さすがにそれはないだろうということで、東京都の担当に相談しましたところ、東京都アーチェリー協会と共
催、または後援ということで、②の都または都教育委員会が主催若しくは後援する公益性の高い大規模な行事
等に使用するとき。に該当し、何とか優先受付となるだろうとのことでした。 
 
以上が顛末です。 
 
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございません。 
 
どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
 

以上 
 
 
 

アメニス夢の島グルーブ 
夢の島公園アーチェリー場 今成 達也 
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開催日 大　会　名 参加費 射場代 審判綾金 その他 備考 大会収支
4月4日 2021年度第１回東京都フィールド大会 132,000 85,800 30,000 220 15,980
4月11日 2021年度東京都春季小金井大会 222,500 43,200 60,000 3,979 3立 115,321
4月18日 2021年度第１回東京都５０m・３０m・ＴＳＴ大会 95,000 32,500 70,000 2,138 -9,638
5月2日 2021年度第２回東京都フィールド大会 124,000 80,600 35,000 8,400
5月23日 2021年度東京都７０ｍラウンド光が丘大会 100,000 43,200 35,000 1,000 20,800
6月20日 2021年度東京都50ｍラウンド光が丘大会 80,000 43,200 40,000 -3,200
6月27日 2021年度第３回東京都フィールド大会 92,000 59,800 30,000 2,200
7月11日 2021年度第2回東京都５０m・３０m・ＴＳＴ大会 140,000 43,200 60,000 1,044 35,756
7月18日 2021年度関東地区大会予選会 180,000 32,500 45,000 400 無料券2枚 102,100
7月22日 2021年度第４回東京都フィールド大会 132,000 85,800 30,000 16,200
8月29日 2021年度東京都フィールドアーチェリー選手権大会 116,000 75,400 50,000 無料券5枚発行 -9,400
9月5日 2021年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会策 110,000 43,200 100,000 440 無料券6枚発行 -33,640
9月19日 2021年度東京都７０ｍ・５０ｍラウンド駒沢大会 200,000 32,500 60,000 1,368 無料券2枚(4) 106,132
9月26日 2021年度マスターズ大会 157,500 43,200 35,000 1,000 78,300
10月10日 2021年度東京都７０ｍ・５０ｍラウンド小金井大会 212,500 43,200 50,000 50 無料券１枚(3) 119,250
10月16日 2021年度東京都秋季駒沢大会 217,500 32,500 60,000 700 無料券１枚(2) 124,300

計 2,311,000 819,800 790,000 12,339

収入 支出 合計収支
2,311,000 1,622,139 688,861

2021年10月23日
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審判員の出役依頼の方法について（案） 2021年10月29日

＜目的＞：①１級審判員の1試合2名体制を確立していきたい（年間計画）
②２級・３級審判については、選手の大会参加と同様に、希望者のエントリーを募り、
　経験・ブロックを超えて広く募集し、人材育成につなげたい。（都度の申込み）

①１級審判員 ②２級審判員以下

１級審判員については、お

互いの予定を見て、自身

の出役を判断できるように

２級審判員以下について

は、大会の２週間前をメド

に、審判員出役したい大会
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2020 年 10 月 28 日 

近藤競技部会長様 

競技部 池澤かおり 

 

2021 年度東京都町田インドア大会 

町田市総合体育館との打ち合わせ報告 

 

日時 2021 年 10 月 14 日 15:00～16:00 町田市立総合体育館第 2会議室 

出席者 町田市総合体育館（指定管理者コナミスポーツ株式会社） 

   永井 清弘様、近藤 知恵様  

都ア協 松村理事長、池澤 

 

１．確認事項 

・ コロナ対策について 

 昨年同様、入場時の手指消毒の徹底、体調申告書を都ア協で保管しておくこ

とで感染者発生などの非常事態時に参加者に連絡が取れるようにしておくこ

となどで問題ないことを確認。 

・ 立入禁止区域の再確認。警備員・清掃員でも立入禁止を再確認。立ち入り禁

止区域のポップはこちらで作成。 

・ 出入口の施錠部分も確認。最終日の搬入口の解錠はこちらから指示する 

・ 会場内は観客席も含めて食事禁止。水分補給はキャップのついたもののみ可 

・ 無観客試合であることを確認。観客席に入れるのは、選手・監督・コーチ・

付き添い等、関係者のみである。 

・ 南搬入口側駐車場 設営日は 18 時から開けてくれる。撤収時も搬出には困

らないよう調整していただける。駐車台数はトラックを除き、27 台の最大数

を確保していただくことになった（まだ変更可能）。駐車許可証は１２月中に

発行される。 

・ 試合当日駐車場開場 8:15、役員入場 8:30、一般客ならびに選手入場 8:50 変

更なし 

・ 前回と同様「上履き利用、公共交通機関の利用、ＡＥＤ・救急車要請は体育

館受付」等の要望あり。また「搬入口外側のたたみ屑の清掃」について念入

りに清掃することの確認をした。 

・ 今回２階ロビーに直接入れる出入口を開けてもらうことにした。昨年の葛飾

のように入場口と退場口を分けて、密を避けるようにした。また、一般利用

者と入場の動線を分けることにもなる。 

具体的には、 

１部は直接１階アリーナへ、２部以降は２階ロビーで弓を組立て待機。 
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 前の部が終了し、選手退出後に、次の部を１階アリーナへ誘導する。 

・ ゴミは都ア協で処理。具体的には昨年同様、町田市の有料ゴミ袋購入し、町

田市ア協の方々に協力してもらう予定。 

・ 通常は３面に分けて使用されているメインアリーナの区分けネットを観客

席に上げる作業、今年度もこちらでやることになった。 

・ 密対策で、メインアリーナ外のロビーのベンチが撤去されているため、飲食

しにくい状況。（→今後徐々に解除の可能性もあるとのこと） 

・ 壁に貼り出しする場合、養生テープ使用のこと。床も養生テープ使用。 

２．利用申請書の作成 

記載内容を松村理事長とともに確認し、記入・提出。 

有料照明（全灯点灯）は 3単位（18 時まで）で申請。進行具合で４単位に変

更も可能と確認。 

３．備品使用リストの記入・提出 

松村理事長と確認しながら作成・提出。備品については融通がきくので当日

申請使用も可 

４．その他 

指定管理者変更後２回目の開催で、担当者の変更がなく、打ち合わせはスム

ーズであった。 

町田市アーチェリー協会への設営撤収協力要請は、協会理事会に申し入れて

いるが、今後正式要請が必要。 

昼食について館内レストラン「フレンズ」の使用をお願いされました。お弁

当を会議室で食べるのはコロナ禍においてはＮＧとのこと。 

以上 



夢の島冬季大会役員手配表
強化部会
(敬称略)

12月5日 12月12日 12月26日

競技委員長 小野寺 小野寺 堀

DOS 牧内 牧内 牧内

副DOS 松村 松村 松村

審判長 川上 川上 富樫

富樫 富樫 齊藤未

八巻 八巻 (齊藤彩)

佐富 佐富 (小沼)

齊藤未 齊藤未

(小沼） (小沼)

イアンセオ 松村 松村 松村

受付 石渡 (石渡) (石渡)

審判部に動員を依頼

審判(7名)
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