
平成28年11月現在
競技会

開催期日 会　　場
1 　第５０回全日本社会人ターゲット選手権大会 　５月２０日～２１日 広島県：北広島町　千代田総合運動公園多目的広場 オリンピックラウンド 4/18
2 　第２８回全日本学生アーチェリー東日本・西日本大会 　　月　　日～　　日 未定 ７０ｍラウンド×２ ―
3 　第４６回全日本フィールド選手権大会 　６月　３日～　４日 滋賀県：米原市　　奥伊吹スキー場特設コース 世界大会ラウンド 5/2
4 　男子５６回・女子５２回全日本学生王座決定戦 　 月　 日～　 日 未定 オリンピックラウンド ―
5 　第１２回全日本小学生中学生大会 　６月２４日～２５日 長崎県：大村市　　大村市総合運動公園 オリンピックラウンド 5/23
6 　第６５回全日本実業団アーチェリー競技大会 　７月１５日～１６日 愛知県：日進市　　愛知県口論義運動公園 オリンピックラウンド ―
7 　第５０回全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技 　８月１０日～１２日 宮城県：利府町　　ひとめぼれスタジアム宮城 オリンピックラウンド ―
8 　第５６回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 　　月　　日～　　日 未定 オリンピックラウンド ―
9 　第１回〇〇カップアーチェリー大会(旧：つま恋カップ) 　９月１６日～１７日 愛知県：岡崎市　　岡崎市中央総合公園 オリンピックラウンド 8/15
10 　第３８回全日本社会人フィールド選手権大会 　９月２３日～２４日 北海道：北広島市　クラッセホテル特設コース 世界大会ラウンド 8/22
11 　第７２回国民体育大会・アーチェリー競技 １０月　２日～　４日 愛媛県：今治市　　宮窪石文化運動公園 オリンピックラウンド ―
12 　第３０回全日本学生フィールド選手権大会 　　月　　日～　　日 未定 世界大会ラウンド ―
13 　第５９回全日本ターゲット選手権大会 １０月２７日～２９日 静岡県：袋井市・掛川市　小笠山総合運動公園 オリンピックラウンド 9/26
14 　第１８回全日本学生室内選手権大会    2018年　２月　　日～　　日 未定 インドアマッチラウンド ―
15 　第２７回全日本室内選手権大会    2018年　３月１７日～１８日 東京都：町田市　　町田市総合体育館 インドアマッチラウンド (H30)2/13
16 　第５回全国ノービスカップアーチェリー大会 未定 未定

17 　第３６回全国高等学校アーチェリー選抜大会    2018年　３月２６日～２８日 未定 オリンピックラウンド ―

審判員関係

No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 　平成２９年度全国指導員・審判員 ルール研修会 １１月　４日～　５日 福井県：福井市
2 　平成２９年度ブロック別指導者講習会 １１月２５日～２６日 岡山県：岡山市

3 　平成２９年度新規１級公認審判員認定講習・試験 2018年　２月　４日

愛媛国体関係

No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 　第72回愛媛国体 ブロック大会（前期日程） 　８月１９日～２０日 結果報告　８月２１日午前中必着
2 　第72回愛媛国体 ブロック大会（後期日程） 　８月２６日～２７日 結果報告　８月２８日午前中必着
3 　第72回愛媛国体 監督配分会議 　８月３０日 東京都：渋谷区　岸記念体育会館
4 　第72回愛媛国体 参加申込締切 　９月　６日

5 　第72回愛媛国体 組合せ抽選会 　９月１０日 東京都：渋谷区　岸記念体育会館

国際大会派遣事業
No 事　業　名 開催期間（予定） 会　　場
1 第２回・第３回　　アジアカップ 未定 第１回-中華台北　　　第２回　未定
2 第１回ワールドカップ／上海大会 　５月１６日～２１日 中国：上海
3 第２回ワールドカップ／アンタルヤ大会 　６月　６日～１１日 トルコ：アンタルヤ
4 第３回ワールドカップ／ソルトレイクシティ大会 　６月２０日～２５日 アメリカ：ソルトレイクシティ
5 第１０回ワールドゲームズ 　７月２０日～７月３０日 ポーランド：ヴロツワフ
6 第４回ワールドカップ／ベルリン大会 　８月　８日～１３日 ドイツ：ベルリン
7 第２９回ユニバーシアード大会 　８月１９日～３０日 中華台北：台北
8 ２０１７年世界パラ選手権大会 ９月１２日～１７日 中国　　北京
9 ２０１７年ワールドカップ決勝戦 未定
10 第１５回世界ユース選手権大会 　１０月　２日～１０月　８日 アルゼンチン：ロザリオ
11 第４９回世界選手権大会 １０月１５日～２２日 メキシコ：メキシコシティ
12 第２０回アジア選手権大会 １０月ｏｒ１１月 バングラデシュ 　
13 第１４回世界室内選手権大会 　2018年　２月１３日～１８日 アメリカ：ヤンクトン
14 ２０１８年　第１回アジアカップ／バンコク大会 ２０１８年　２月ｏｒ３月 タイ：バンコク

強化合宿
No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 Ｕ-１７強化合宿 　４月２０日～２３日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
2 ワールドカップ上海大会事前強化合宿 　５月　９日～１２日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
3 Ｕ-２０強化合宿 　５月２５日～２８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
4 ワールドゲームズ強化合宿 　６月　　日～　　日
5 ワールドカップソルトレイクシティ大会事前強化合宿 　６月１３日～１６日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
6 Ｕ-１７強化合宿 　６月２２日～２５日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
7 Ｕ-２０アジアカップ台北大会事前強化合宿 　７月　　日～　　日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
8 エリートアカデミー韓国強化合宿 　７月１３日～１８日 韓国
9 エリートアカデミー韓国強化合宿 　７月２４日～３０日 韓国
10 育成チーム第１回強化合宿 　７月２６日～２８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
11 ユニバーシアード競技大会事前強化合宿 　８月１２日～１６日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
12 全Ｎチーム強化合宿 兼 育成チーム第２回強化合宿 　８月２８日～３１日 静岡県：袋井市・掛川市　小笠山総合運動公園
13 Ｎチーム強化合宿（〇〇カップ） 　９月１６日～１７日 愛知県：岡崎市　　岡崎市中央総合公園
14 世界ユース大会事前強化合宿 　９月２４日～２６日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
15 エリートアカデミー韓国強化合宿 １０月　４日～１０日 韓国
16 第４９回世界選手権大会事前強化合宿 １０月　７日～１０日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
17 育成チーム第３回強化合宿 １２月１５日～１７日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
18 Ｕ-１７スタート合宿 １２月１９日～２８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
19 Ｕ-２０スタート合宿 2018年　１月　５日～１４日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
20 Ｎチーム測定合宿（男子） 2018年　１月１５日～１７日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
21 Ｎチーム測定合宿（女子） 2018年　１月１７日～１９日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
22 Ｎチーム海外強化合宿 2018年　１月２８日～２月　５日 アメリカ・チェラビスタ
23 世界室内選手権大会事前強化合宿 2018年　２月　５日～　９日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
24 育成チーム第４回強化合宿 2018年　２月１０日～１２日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
25 Ｕ-１７海外強化合宿 2018年　２月１１日～１７日 中華台北：・台北
26 Ｕ-２０アジアカップバンコク大会事前強化合宿 2018年　３月　　日～　　日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ

27 Ｕ-１７強化合宿 2018年　３月２８日～３０日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ

選考会
No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 世界選手権大会（ＲＣ）、世界ユース選手権大会（Ｕ-２０）選考会 　４月　４日～　７日 愛知県：岡崎市　　岡崎市中央総合公園
2 世界選手権大会（ＣＰ）、ユニバーシアード大会最終選考会 　４月２５日～２７日 愛知県：岡崎市　　岡崎市中央総合公園
3 世界ユース選手権大会（Ｕ-１７）最終選考会 　７月２４日～２７日 ＪＩＳＳ
4 Ｎチーム選考会　Ｕ-１７、Ｕ-２０ Ｎチーム選考会 １１月１６日～１９日 静岡県：袋井市・掛川市　小笠山総合運動公園

6 世界室内選手権大会最終選考会 １２月　９日～１０日 調整中

　　　平成２９年度　全 日 本 ア ー チ ェ リ ー 連 盟： 主 要 競 技 会 等 事 業 計 画 

Ｎｏ 競技会名称
平成２９年度 予定

競技種目

WA総会－10月13日～14日

締切日

　　派遣期間は調整中

東京都（予定）　　　　　　　実施希望地区があれば８月中に申し出て下さい。


