
 

理事会議事録  

日  時  2022 年 8 月 3 日 

場  所  渋谷区スポーツセンター第 3 会議室 

注  記  議長：松村、 書記：成田 

出席者(敬称略)： 

副会長:近藤 均、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、 

事務局長：祝迫 修、総務部会長：飯泉 俊江、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:神谷 貴浩、会計：成田英司（書記） 

 

 

●報告事項 

【理事長】 

1. シブヤアーチェリークラシック終了（7/30,31）  

・予選落ちなし、リカーブ男子 1/48 からの大会 

・7/30 は、イアンセオのトラブルがあったが、チームワークで最小限の遅延で乗り切る 

・7/31 は、通常のイアンセオでのオペレーションで回せた 

・マッチ戦→ゴールドメダルマッチの審判員の動きを研修する良い機会となった 

 

2. 都庁訪問予定 

・お盆前での時間調整中 

 

【競技部会】  

特になし 

 

【普及育成部会】 

１． 2022 年度夏休み小学生・中学生オープン in 夢の島大会（7/23） 

・７月 23 日に実施、52 名参加 

 

【強化部会】 

１． TEAM 東京 国体強化事業 

・７月３日(日) 2022 年度東京都国体選手記録会(駒沢) 実施 

  →18 名の選手参加 

・７月 10 日(日)に実施予定の関東合同練習会(夢の島) 実施 

→千葉県、栃木県、エリートアカデミーの高校生・中学生、東京都 全 34 名参加 

→72 射の点取り(非公認)と、団体戦を実施 

・７月 17 日(日)関東地区大会予選会(駒沢) 出場 

     →9 名の選手参加 

・７月 22 日(金)～24 日(日) 2022 年東京都夏季強化合宿(山梨県・忍野) 実施 

     →強化選手 15 名参加 

     →70ｍを中心に、風と高温(熱中症対策)での練習 

     →野々山トレーナーを招き、競技技術だけでなくストレッチ等や持久力についても勉強 

     →24 日(日)2022 年夏季強化合宿記録会(公認) 実施 

   ・7 月 26 日(火)東京都体育協会へ関東ブロック大会のエントリーに訪問 

     →訪問者： 齊藤 



 

 ※８月の予定 

   13 日(土)-14 日(日) 強化練習会実施予定  

 

２． １３期生トップアスリート発掘・育成事業 

・第 7 回練習会 7 月 10 日(日)(夢の島公園)  選手 5 名出席(近射・30Ｍ) 

・第 8 回練習会   7 月 22 日(金)(山梨県・忍野)   選手 3 名出席(近射・30Ｍ) 

・第 9 回練習会   7 月 23 日(土) (山梨県・忍野) 選手 3 名出席(近射・30Ｍ 

・第 10 回練習会   7 月 24 日(日) (山梨県・忍野) 選手 3 名出席(近射・30Ｍ) 

合宿には別途、12 期生 3 名も出席 

 ※８月の予定 

   13 日(土)-14 日(日)  強化と合同練習会 

 

【審判部会】  

1. 競技規則改正に伴う伝達講習会 

・受講者名簿提出済み： 

中央区、文京区、江戸川区、墨田区、目黒区、町田市、小金井市、青梅市、 

千代田区、小平市 

・板橋区より質問状がきたので、添付資料の通り回答した。                      別紙① 

 

2. 1 級審判員実務研修修了 

7 月 16 日(土)～17 日(日)夢の島アーチェリー場にて開催された全日本小中学生選手権 

大会にて、池澤かおりさん(町田市)が 1 級審判員実務研修を受け、修了した。 

 

【総務部会】 

１． 各区市ア協の組織表・現況届の収集完了 

・都ア協 HP に登録されている各協会のサイトとも照合済み 

 

以下を検討課題とする 

・連絡責任者について 

協会内の連絡責任者の変更や複数人がいることにより連絡が徹底できていないことが生じている。

理事、評議員と同様に任期を定め頻繁に変更が生じないように固定していただく必要がある。現況

届の書式も見直し変更をしていく。 

・通信方法について 

現在、メール配信とホームページを併用して行っているが、アプリ対応等も含めてより適切な連絡方

法をについて検討していく。 

 

【関東学連】 

１． 一級審判員派遣の御礼 

7 月 8 日(金)～10 日(日)に、花のやまフィールドアーチェリーにて 2022 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】  

返答なし 

 

 

●協議事項 

【副会長】 

１． 公認競技会運営プロジェクトチームの設立について 

・公募状況を確認 

 

【理事長】 

１． 関東地区ターゲット大会 準備状況 

・補助金：  関東ア連から 170,000 円 

・立順  完成 

   ●ゼッケン要作成 

・参加賞：  和手ぬぐいを用意済 

・入賞者メダル： BB/CP/RC 男女各 3 位まで用意 

・賞状準備：  ●賞状要作成（様式、関東ア連印有り）                別紙② 

・控室：  Ｂｕｍｂ研修ルームＣ（9:30～17：00）確保済 

・運営役員募集： 8/1 回答済み  

・備品予定：  ダスキン（テント大 1 張、DOS テント 1 張） 

・会場設営：  ●8/10 に事前設営をしたい（～10 名程度 関東学連、高体連に依頼） 

・謝金準備 

 

２． 第 77 回国民体育大会関東ブロック大会 準備状況 

・競技団体分担金 関東ア連より都に 200,000 円納入済み(4/28) 

・助成金  都より 1,445,700 円入金済み（6/24） 

・委嘱願い  完了 

・プログラム作成 ●近藤部会長に印刷依頼予定                     別紙③ 

プログラム構成、競技会役員、競技役員（競技副委員長：松村さん）等を確認した。 

プログラムの審判員の記載は級順に並べる。 

高体連に射場係等の動員を依頼する。 

関東学連からも 5 人程度の動員を依頼する。 

来季の引継ぎの際は、昨年および今年の資料を渡す。 

プログラム：コート紙でカラー印刷で発注 

 

・予定 8/27： 設営（8/26 に設営）・・・再度 8/27 で調整中 

  監督会議 

  代表者会議 

  用具検査 

  公開練習 

 8/28： ブロック大会 

通過書交付 

 



・通過証準備： ●通過証印字準備（用紙有り、関東ア連印有り）           別紙④ 

・運営役員募集： 8/1 回答済み 

   ●看護師手配 

・備品予定：  ダスキン（テント大２張、DOS テント 1 張、椅子 150 脚、机 20 卓） 

 

【競技部会】 

１． 都民大会要項案     別紙⑤ 

・男子種目に女子の参加は認めないこととした。 

・選手は補欠を含め 6 名を登録可とする（例年と同じ）。 

・各協会の代表者が登録メンバーから選手 3 名のエントリーを大会 2 週間前までに行うこととする（プロ

グラムに選手名を掲載し、用具検査を行うため）。当日、変更が生じる場合は監督会議で選手の入

れ替えを行う。この選手のエントリー方法については都体協に確認する。 

・各協会の連絡先にメールアドレスを加える。 

・各協会の選手の立ち位置は都ア協で決める。 

・要項修正後、常務理事の確認を依頼する。 

 

２． 町田インドア大会について 

例年通り、2024 年度の事前予約を申し込む。 

2024 年 1 月 13 日・20 日（土曜日）で申込を行う。 

 

【普及育成部会】 

特になし 

 

【強化部会】 

特になし 

 

【審判部会】 

1. 第 2 回審判員フォローアップ講習会                                別紙⑥ 

9 月 4 日(日)小金井公園アーチェリー場にて開催予定。 

 

講習会のお知らせを承認した。 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

１． インドア運営機材の貸し出しについて                               別紙⑦ 

2023 年 2 月 15 日(水)〜17 日（金）駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場にて 

第 21 回全日本学生アーチェリー室内個人選手権大会の主管運営を予定しています。 

タイマー・畳・脚等の貸し出しをお願いします。 

 

貸し出しを承認した。17 日は東京インドアの準備日となっているため、会場は 

そのままの状態で引き継ぐ。畳代については費用案分を請求する。 

なお、1 級審判の要請は全日学連から行われる。 

 



【東身ア協】  

返答なし 

 

 

＜その他＞ 

・12 月実施の東京室内大会の会場について状況の確認を行う。 

・夢の島利用について、加盟団体でない団体への都ア協からの承認を出せないことを確認した。  

・諮問文に関する 項目の追加松村さん 

・関東地区ターゲット 関東ブロックの集合時間等は後日連絡する。 

・関東地区ターゲット 関東ブロックのコロナ対策は、東京都の方針に合わせて実施する。 

都ア協の対策は従来通りとする。 

・すでに公表していた要項にチェックミスが判明し、東京都ターゲット選手権の選考対象期間を 

9 月 1 日からに変更する。（前回大会からの空白期間が生じるため）。  

要項変更しホームページに掲載する。 



東京都アーチェリー協会 審判部 小杉様 

  

 伝達講習会を実施したおり、参加者からの質問事項をまとめましたので、宜しくお願

い致します。 

  

 Q1：アウトドアで 18ｍラウンドを実施した場合の記録会名称はどうする？ 

 A1：名称については全ア連から特に通達はありませんでしたので、参加者がアウトド

アでの 18ｍラウンドだとわかりやすい名称を付けていただければよろしいかと思いま

す。 

  

 Q2：グリーンバッジの交付の件 

   公認試合の初出場する選手は、グリーンバッジを取得する“公認審判員の立ち合

いの元での記録会は、どのレベルの試合か？ 

    例）各協会で実施している月例会において、公認審判員が立ち会った場合は認

められるのでしょうか？ 

 A2：グリーンバッジは全ア連の公認競技会でなくても申請することができます。ただ

し、個人が練習時に点付けをするのではなく、月例会など、ある程度ルールに

のっとった形での記録会でということで、申請を受け付けていました。今後は

その記録会に審判員が立ち会うということになります。 

  

 Q3：イアンセオは、いつから光が丘で運用されますか？ 

 A3：光が丘はコロナによる厳しい人数制限があったため、イアンセオに関わる人員を

参加者に回すという北ブロックの方針で、導入が延期されていました。 

今年度からなし崩し的に人数制限が撤廃(？)されたようなので、現在、イアンセオ導入

に向けて調整中です。もうしばらくお待ちください。 

  

 Q4：行射終了の 10 秒前に、選手のリリースモーションの確認に近づくが、“近づき

すぎる” “視野に入る”とクレームが出たが対応策は？ 

 A4：時間外発射をきちんと目と耳で確認するため、ということで、ＷＡがこのやり方

を導入し、全ア連も追従しています。ＷＡの競技会では、選手の 50 センチくら

いまで近づく審判員もいるということですが、日本ではある程度離れた場所から

選手を見るようにしています。 

   このやり方を始めてから、すでに 7～8 年は経つかと思いますが、いまだに苦情

を言ってくる選手がいるのですね？最近、選手から私に寄せられる苦情は、『あ

の審判員が時間外発射を立って見に行っていなかった』というものばかりだった

ので、驚いています。 



選手からクレームが出た際は、『他の選手や監督からちゃんと見ていないとクレ

ームがきますので』とか、『目と耳できちんと確認するようにと言われています

ので』とか、『そういう決まりなので』とか、審判員としての任務を全うしてい

るのだという態度を示すようにお願いします。 

     

 Q5：1 エンド 3 分になり、担当的エリアで 10 秒前に射線に複数の選手が残った時に 1

選手しか注視出来ないので、時間外発射発生時は目の届かない他の選手に不公

平になる、隣エリアの審判も選手に近づいている場合もあり、協力も得られな

い対応策は？ 

 A5：6射 3 分のルールが適用されて 3か月余り経ちましたが、当初懸念していた大勢

の時間外発射の発生という事態には、今のところなっていません。 

私個人の感想としては『4 分でも 3 分でも一緒』です。 

   風が吹いたエンドなど、たとえ 10 秒以内に自分の担当エリアの選手が数名残っ

ていても、時間ギリギリでもきちんと射ち終わるので、そのようなときは 1 名

のみ注目するのではなく、数名が視界に入る位置で確認するようにしてくださ

い。 

   慌てず、落ち着いて対応いただければと思います。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

東京都アーチェリー協会 

審判部会長 小杉 理加 

  

     

 



　2022年7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　神谷貴浩

第21回全日本学生アーチェリー室内個人選手権大会における運営機材一

式の貸し出しについて

平素は関東学生アーチェリー連盟の活動に関して毎度格別なご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。

当連盟では、2022年2月15日（水）〜1７日（金）の日程で第21回全日本学生

アーチェリー室内個人選手権大会を主管学連として運営を行う予定です。

貴協会が開催予定の東京インドアオープンの前に第21回全日本学生アーチェ

リー室内個人選手権大会において、運営機材一式を利用させていただきたく存

じます。

　貴協会には大変なご迷惑をおかけ致しますが、事情ご賢察のうえ、よろしく

お取り計らい下さいますよう、お願い申し上げます。

記

事業名　　　：第21回全日本学生アーチェリー室内個人選手権大会

日程  　　　：2022年2月15日(水)〜17日（金）

場所  　　　：駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場

依頼事項  　：タイマー•畳・脚の貸し出し

以上


