
理事会議事録 

日  時  2022 年 12 月 7 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、 

副理事長 富樫 昭一郎、事務局長：祝迫 修、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、事務局：阿部 真紀子 

関東学連:神谷 貴浩、林 昌弘、小林 司、佐藤 友哉、松田 光太郎、会計：成田英司（書記） 

 

●報告事項 

【理事長】 

1. 夢の島アーチェリー場 三脚の壊れやすい件について報告                  別紙① 

・指定管理者に提出した 

 

2. 夢の島公園アーチェリー場の施設改良進捗報告                         別紙② 

及び、アーチェリーメッカ計画について 

・保坂副会長と内容打ち合わせ(11/11) 

・都庁生活文化スポーツ局 小宮山課長他と打ち合わせ(11/24)  

 

3. 駒沢公園第一球技場 畳倉庫移管の件 

・東京都スポーツ文化事業団 牛島課長、小見主事と打ち合わせ(11/23) 

→畳運搬の通路が広く取れる、倉庫６（入り口階段手前右側）への移設以外は、 

継続使用が難しい旨を伝える。年内をメドに回答が来る 

 インドアオープン(2023 年 2 月)で使用した畳は配布せずに駒沢用の畳として使用予定。 

 

【競技部会】  

１． 12 月 7 日に都体協の体育委員会に出席 

2023 年度の都民大会のアーチェリー協会の競技要項の変更が議題に上る予定。 

 

2023 年度の都民大会のアーチェリー協会の競技要項の変更は承認された。  

＜大きな変更点＞ 

・男子チームに女子の参加は認められない。 

・事前に参加選手のメンバー提出を必要とし、的番表を事前に作成する。 

当日の申請によるメンバー交代は認める。 

なお、選手は市区の在住在勤の選手のみの登録（従来通り）とする。 

 

２． 2022 年度競技予定を変更 

3 月 19 日（日）のスプリングカップ光が丘大会の会場が利用できませんので、 

18 日（土）には、別の予約が既に入っている。   

スプリングカップ光が丘大会は中止とする。                    

 

 



【普及育成部会】 

1. 2022 年度ブロック別指導者講習会に出席（11/5～11/6） 

東北ブロック秋田にて開催 

都ア協からの参加は、堀、佐富の 2 名 

 

2. 東京都指導者講習会 開催 

日 程： 2023 年 3 月 5 日江東区 BUMB 及び夢の島アーチェリー場 

午 前： 指導者講習会(JSPO 資格更新研修予定) 

午 後： 夢の島アーチェリー場にて、ジュニア競技者育成指導者向け実習 

 

【強化部会】 

１． TEAM 東京 国体強化事業 

・2022 年東京都強化冬季大会①②③、東京都夢の島感謝射会 要項配信（11/16） 

 

 

・東京都体育協会解団式および表彰式に出席（11/26） 

→都体協より国体優秀選手の表彰を受ける 

 出席者 選手：市村牧、浅岡知穂、西岡尚美 監督：富樫昭一郎、齊藤未央 

【国体優秀選手を受賞した成年女子】 

 

・2022 年度高校生対象秋季強化合宿実施（11/25～11/27） 

→参加選手決定通知配信(11/15) 

→参加者： 選手：男子３名、女子６名、指導者：佐富久美、小野寺長久、橋本誠太郎 

場所： つま恋リゾート 彩の郷 

 

※12 月の予定 

・4 日(日)、11 日(日)、25 日(日) 2022 年東京都強化冬季大会①②③ 開催 

・11 日(日)2022 年東京都夢の島感謝射会 開催 

 

２． 13 期生トップアスリート発掘・育成事業 

・第 20 回練習会 江戸川区総合体育館  選手４名出席 (11/3) 

※東京都生活文化スポーツ局による取材あり  

      掲載記事：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyojrathlete13.html 

・第 21 回練習会 光が丘公園   選手 3 名出席 (11/13) 

・第 22 回練習会 小金井公園   選手 3 名出席 (11/20) 

 



  ※12 月の予定 

    ・11 日(日) 第 23 回練習会(夢の島公園)  

     ・18 日(日) 第 2４回練習会(2022 年東京都室内選手権大会に出場予定) 

※事業最終日 

 

【審判部会】 

1. 2022 年度全国指導者・審判員ルール研修会 

11 月 12 日(土)～13 日(日)に西新宿で開催する標記研修会に、審判部会より 

玉岡弘子さん(東久留米市)、鈴木桂さん(千代田区)、有本栄子さん(目黒区)、 

赤松恒則さん(町田市)、小杉の 5 名が参加した。 

 

参加者報告書より(抜粋) 

・審判実務に関しては、基本的に理解が出来ていることが分かりましたが、  

競技規則を常に確認することで、より明確な認識ができると感じました。 

・審判・指導者としての理念、思考、行動について一から見直すことのできる 

非常に有意義な 2 日間でした 

・出席者からの質問レベルがあまりにも低く驚いた 

 

【総務部会】 

１． 2023 年度 理事会予定の変更                                    別紙③ 

【変更箇所】 

① ４月５日（水）第３会議室   →第１会議室（第１のみ） 

② ６月７日（水）第１・２会議室  →地域交流センター西原（２階交流室 B） 

 

【関東学連】 

１． 一級審判員派遣の御礼（高柳杯、早慶定期戦） 

・貴協会から一級審判員をご派遣していただきありがとうございました。  

 

２． 代替わりの挨拶 

11/26(土)に代替わりとなりました。 

１年間、1 級審判員の派遣、夢の島射場の利用を便宜を図っていただき、ありがとうございました。 

これからも関東学生アーチェリー連盟をよろしくお願いいたします。 

 

第 65 代  連盟委員長：佐藤 友哉（東京理科大）さん 

連盟副委員長：松田 光太郎（電気通信大学）さん 

第 65 代への連絡のためのアドレスを事務局に連絡お願いします。   

 

【東身ア協】  

返答なし 

 

●協議事項 

【理事長】 

1. 東京都アーチェリー協会功労等表彰の被表彰者の決定について              別紙綴り 

→別紙のとおり 



・伝達式次第をご確認ください（総代への花束の用意をする方を決める） 

・受賞記念パーティー 兼理事会新年会（聚満園の貸切予約をする方） 

 

表彰者は案の通り、承認した。 

伝達式 1 月 11 日 8 時から（理事会終了後） 

花束準備（総務部会長飯泉さんに依頼する）、当日の準備の協力をお願いします。 

記念品としてボールペンを準備する。 

高校生：理事会開催時間に懇親会を実施し、8 時の表彰式に参加後は解散とする。 

 

2. インドア大会へのブース出店 

・東京都室内、町田、東京インドアオープンへのブース出店誘致したい。 

出店費用は出店側が負担することで認めることとした。 

 

 

3. 2023 年度東京インドアオープン会場予約（Bumb） 

・どの日程で予約するか？ 

  2023 年 

11/18・19 ①案（空きなし） 

11/25・26 江戸川インドア 

12/2・3  ②案 

12/16・17 都室内 

12/23・24 学連インドア（Bumb 初回） 

2024 年 

1/7・8  ③案 

1/13  町田インドア 

1/20・21  ④案 

1/28  青梅インドア 

2/3・4  ⑤案（中学受験懸念） 

2/10・11  全日インドア 

2/17・18  ⑥案（定時の 2 月第 3 週） 

 

青梅インドアの日程を確認し（1/28 でした）、第一候補は 2 月 1 週目、第二候補は 

1 月 3 週目のどちらかに決定する。 

 

【競技部会】 

１． 2023 年度競技予定                                           別紙④ 

・添付ファイルのグレーの部分の日程が不明です。 

他は、2022 年同様、駒沢は、確定です。 

・別紙通知を要項掲載に変更しました。 

 

・6/4 の９００ラウンドは、秋に実施する。 

・6/4 国体最終予選会を 夢の島で実施する。 

・6/18 王座決定戦があるため検討要。 



・6/25 全日本社会人ターゲットのため検討要。 

・７/23 小学生・中学生大会 夢の島使用できないため、7/16 に変更する。 

・10/15 国体開催中のため 10/8（夢の島）に変更する（小金井は種別を変えて実施する）。 

・12/17 強化部夢の島大会は 12/24 に変更する。 

・強化の試合は BB、CP も含める。 

1 月の理事会で再度確認する。 

 

２． 室内選手権大会について 

3 部は参加者が 24 名のため、1 立で実施する。 

審判部から齊藤さん 16 日、17 日参加する。 全日学連から 4 名講習目的で参加する。 

役員集合時間：16 日 18：30、17，18 日 8 時 45 分 

役員修正点：堀さん審判 

 

３． インドアオープン 2023 開催要項について 

雑誌アーチェリーに掲載します。 

修正等ありましたら 17 日までにお知らせください。 

理事会時の修正点指摘箇所：申込期間 

 

【普及育成部会】 

特になし 

 

【強化部会】 

１． 東京都強化教育合宿実施を予定                                  別紙⑤ 

実施要項を参照いただき、承認いただけましたら配信させていただきます。 

確認事項①： 宿泊費、食費を選手および指導者の自己負担とする 

（都外選手もいる為） 

確認事項②： スポーツ保険を各自加入後に参加いただく 

（都アでは事前加入しない） 

 確認事項について問題なしとした。 

 

２． 2023 年度 特別国民体育大会東京都選考会実施希望日 

希望日： 6 月 4 日(日)  夢の島公園アーチェリー場 

予備日： 7 月 2 日(日)  夢の島公園アーチェリー場 

 

 

【審判部会】 

特になし 

 

【総務部会】 

特になし 

 

【関東学連】 

１． 第 21 回全日本学生室内アーチェリー選手権大会（2/15～17）における協力依頼     別紙⑥⑦ 



 

・一級審判員の派遣（2/15～17） 

審判派遣のため、集合時間等の詳細を教えてください。 

 

・機材搬入のお願い  

2 月 15 日 17 時に搬入する。 

 

【東身ア協】  

返答なし 

 

【その他】 

・１８ｍラウンド 1/8 アウトドアインドアの要項を回覧するので、確認ください。 

 



　　　東京都アーチェリー協会 2023年度 理事会等
221202版

西暦年 月 日 曜日 会議 第３会議室 第１＋２会議室 備　　　　考 事業年度

１月 11日 （水） 理事会（新年会） ● 理事会後、新年会

２月 1日 （水） 常務理事会 ●

３月 1日 （水） 常務理事会 ● 会計締切

４月 5日 （水） 常務理事会 総会資料ドラフト

５月 10日 （水） 理事会 ● 総会資料最終確認、公認競技会答申

５月 24日 （水） 総会（懇親会） 定例総会・役員改選承認・懇親会

６月 7日 （水） 理事会

7月 5日 （水） 常務理事会 ●

８月 2日 （水） 常務理事会 ● 国体関東ブロック(前期8/20.後期8/27)

９月 6日 （水） 常務理事会 ●

10月 4日 （水） 理事会 ● 10/14～16鹿児島国体

１１月 1日 （水） 常務理事会 ●

１２月 6日 （水） 常務理事会 ●

１月 10日 （水） 理事会（新年会） ● 理事会後、新年会

２月 7日 （水） 常務理事会 ●

３月 6日 （水） 常務理事会 ● 会計締切

４月 3日 （水） 常務理事会 ● 総会資料ドラフト

５月 1日 （水） 理事会 ● 総会資料最終確認

５月 22日 （水） 総会（懇親会） 定例総会・懇親会

2023年

2024年

２
０

２
２

年
度

２
０

２
３

年
度

●小体育室

●小体育室

●第１会議室

地域交流センター西原

③都ア協2023年度会議日程(確定).xlsx
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２０２２年 11月 30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回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大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、第 21 回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会について、2023 年 2
月 15日（水）16日（木）17日（金）の日程で開催の計画・準備をしております。 
しかし、当連盟には一級審判員がおりません。毎回のお願いで申し訳ございませんが、 
本事業の開催の為、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。 
貴協会には大変なご迷惑をおかけいたしますが、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。 
 
 
 
 

事業名   ： 第 21 回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会 
日程   ： 2023 年 2月 15日（水）、16日(木)、17日（金） 
場所    ： 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 
依頼事項 ： 一級審判員 1 名の派遣 

 
 
 
 

以上 
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2022 年 11 ⽉ 30 ⽇ 
東京都アーチェリー協会 
理事⻑ 松村 晃志 様 

関東学⽣アーチェリー連盟 
連盟委員⻑ 神⾕貴浩 

 
 

第 21 回全⽇本学⽣室内アーチェリー個⼈選⼿権⼤会における 
機材搬⼊のお願い 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より関東学生アーチ
ェリー連盟の運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、標記の件につきまして、当連盟ではインドアアーチェリーラウンドの機材
一式を保有していないため、貴協会からお貸し頂きたく存じます。下記の通り機材
の搬入をしてくださいますようにお願い申し上げます。  
大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ事情ご賢察のうえ、ご理解ご協力を
賜りますよう、お願い申し上げます。  

敬具 
 

記 
脚 数 ：25 脚 
搬⼊時間・場所：2023 年２⽉ 15 ⽇(⽔) 17:00 

           駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 
費 ⽤ 負 担   ：機材運搬・畳代は費⽤の半額分を全⽇本学⽣アーチェリー連盟が負担 
機 材 ：学連インドアでの機材・得点板 24 枚（RC18 枚＋CP6 枚） 

以上 
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