
競技会（予定） 2018年11月17日 現在予定

開催期日 会　　場
1 　第４８回全日本フィールド選手権大会 　５月１７日～１９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 4/16
2 　第３０回全日本学生アーチェリー東日本大会   ５月２５日～２６日 北海道：赤井川村　　キロロリゾート ７０ｍラウンド×２
3 　第２９回全日本学生アーチェリー西日本大会   ５月２５日～２６日 山口県：周防大島町　　グリーンステイながうら ７０ｍラウンド×２
4 　第５２回全日本社会人ターゲット選手権大会 　６月２２日～２３日 富山県：黒部市　　中ノ口緑地公園 オリンピックラウンド 5/21
5 　男子５８回・女子５４回全日本学生王座決定戦 　６月１５日～１６日 静岡県：掛川市　　つま恋リゾート彩の郷 オリンピックラウンド
6 　第１４回全日本小学生中学生選手権大会 　７月　６日～　７日 島根県：奥出雲町 　横田公園 オリンピックラウンド 5/28
7 　第６８回全日本実業団アーチェリー競技大会 　７月１３日～１４日 未定 オリンピックラウンド
8 　第５２回全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技 　８月　８日～１０日 熊本県：八代市　　熊本県営八代運動公園 オリンピックラウンド
9 　第５８回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 　９月　６日～　８日 大阪府：豊中市　　服部緑地公園 オリンピックラウンド
10 　第３回ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰアーチェリー大会 　９月１４日～１５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 8/6
12 　第４０回全日本社会人フィールド選手権大会 　９月２１日～２２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 8/20
11 　第７４回国民体育大会・アーチェリー競技 １０月　４日～　６日 茨城県：つくば市　　茎崎運動公園 オリンピックラウンド
13 　第３２回全日本学生フィールド選手権大会 １０月１２日～１４日 群馬県：安中市　　群馬国際フィールドアーチェリー 世界大会ラウンド
14 　第６１回全日本ターゲット選手権大会 １０月２５日～２７日 静岡県：掛川市　　つま恋リゾート彩の郷 オリンピックラウンド 9/24
15 　第２０回全日本学生室内選手権大会    2020年　２月２０日～２１日 大阪府：岸和田市　　岸和田市総合体育館 インドアマッチラウンド
16 　第２９回全日本室内選手権大会    2020年　２月１５日～１６日 山形県：鶴岡市　　小真木原総合体育館 インドアマッチラウンド (2020)1/14
17 　第３８回全国高等学校アーチェリー選抜大会    2020年　３月２６日～２８日 静岡県：掛川市　　つま恋リゾート彩の郷 オリンピックラウンド

審判員関係　（予定）
No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 　２０１９年度全国指導員・審判員 ルール研修会 １１月　９日～１０日 鹿児島県：鹿児島市
2 　２０１９年度全国指導者講習会 １１月２３日～２４日 北海道：札幌市
3 　２０１９年度新規１級公認審判員認定講習・試験 2020年　２月　１日 東京都（予定）

国際大会派遣事業（予定）
No 事　業　名 大会期間 会　　場
1 第1回ワールドカップ／メデジン大会 兼 世界選手権最終選考会 　４月２２日～２８日 コロンビア：メデジン
2 第２回ワールドカップ／上海大会 　５月　６日～１２日 中国：上海
3 第３回ワールドカップ／アンタルヤ大会 　５月２０日～２６日 トルコ：アンタルヤ
4 第５０回世界選手権大会 　６月１０日～１６日 オランダ：スヘルトーヘンボス
5 第４回ワールドカップ／ベルリン大会 　７月　１日～　７日 ドイツ：ベルリン
6 ユニバーシアード 　７月　３日～１０日 イタリア：ナポリ
7 東京オリンピックテストイベント 　７月１１日～１８日 日本：東京オリンピック会場
8 第２回アジアカップ／台北大会 　７月　　日～　　日 中華台北：台北　　　日程未定
9 海外大会／（未定） 　７月　　日～　　日 （未定）
10 世界ユース選手権大会 　８月１９日～２５日 スペイン：マドリッド
11 アジア選手権大会 １１月　　日～　　日 タイ：バンコク：バンコク
12 世界室内選手権大会 2020年　２月　　日～　　日 アルゼンチン：ブエノスアイレス　　　日程未定
13 ２０２０年アジアカップ／バンコク大会 2020年　３月　　日～　　日 タイ：バンコク　　　　　　　　　　　　　　日程未定

強化合宿（予定）
No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 第１回調整合宿（ＷＣメデジン大会直前） 　４月１５日～１９日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
2 ＧＡ育成チーム（小学生）第１回強化合宿 　４月２７日～２８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
3 第２回調整合宿（ＷＣ上海大会直前） 　５月　１日～　５日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
4 Ｕ-１７海外強化合宿 　５月　９日～１４日 韓国（現在交渉中）
5 ワールドカップ アンタルヤ大会 国内 事前強化合宿 　５月１５日～１８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
6 Ｕ-２０強化合宿 　５月２３日～２６日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
7 第５０回世界選手権大会 国内 事前強化合宿 　６月　３日～　７日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
8 ワールドカップ ベルリン大会 国内 事前強化合宿 　６月２４日～２９日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
9 ユニバーシアード 国内 事前強化合宿 　６月２６日～３０日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
10 Ｕ－２０強化合宿 国内 事前強化合宿 　７月　　日～　　日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ　　　調整中
11 ＧＡ育成チーム（小学生）第２回強化合宿 　７月１３日～１４日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
12 ＧＡ育成チーム（中学生）第３回強化合宿 　７月１９日～２１日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
13 世界ユース選手権大会 国内 直前強化合宿 　８月１３日～１７日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
14 エリートアカデミー韓国強化合宿 韓国光州日本交流大会 　８月２０日～２５日 韓国　光州
15 海外大会 国内 事前強化合宿 未定(４日間) （未定）
16 ＪＯＣ強化指定選手強化合宿（ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ ＣＵＰ) 強化部（強化） 　９月１４日～１５日 岡崎市
17 第３回調整合宿（ISPS HANDACUP直後） 　９月１６日～１９日 岡崎市
18 ＧＡ育成チーム小・中学生合同強化合宿 １０月１２日～１４日 ＮＴＣ新拡充棟
19 第４回調整合宿（全日本選手権大会直前） １０月２０日～２４日 ＮＴＣ新拡充棟
20 第５回調整合宿（2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ一次選考会直前） １１月　１日～　９日 ＮＴＣ新拡充棟
21 Ｕ-１７スタート合宿 １２月１９日～２３日 ＮＴＣ新拡充棟
22 Ｕ-２０スタート合宿 １２月２３日～２７日 ＮＴＣ新拡充棟
23 第６回調整合宿（測定合宿直前） 2020年　１月　９日～１３日 ＮＴＣ新拡充棟
24 ＧＡ育成チーム小・中学生合同スタート合宿 2020年　１月１１日～１３日 ＮＴＣ新拡充棟
25 Ｎチーム測定合宿（男子） 2020年　１月１４日～１６日 ＮＴＣ新拡充棟
26 Ｎチーム測定合宿（女子） 2020年　１月１６日～１８日 ＮＴＣ新拡充棟
27 エリートアカデミー韓国強化合宿 2020年　１月　４日～　８日 韓国　光州
28 世界室内選手権大会 強化合宿 2020年　２月　　日～　　日 ＮＴＣ新拡充棟　　　調整中
29 エリートアカデミー韓国強化合宿 2020年　３月１６日～２０日 韓国　光州
30 Ｕ-２０アジアカップバンコク大会 国内 事前強化合宿 2020年　３月　　日～　　日 ＮＴＣ新拡充棟　　　調整中

選考会（予定）
No 事　業　名 開催期日 会　　場
1 世界ユース・ユニバーシアード・世界ＣＰ 最終選考会 　４月１１日～１３日 つま恋リゾート彩の郷
2 世界選手権大会 最終選考会 　４月２２日～２８日 コロンビア：メデジン
3 2020年Nﾁｰﾑ選考会(東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ一次選考)、U-17、U-20Nﾁｰﾑ選考会 １１月１２日～１５日 東京：夢の島 東京オリンピック会場　　（調整中）
4 世界室内選手権大会 選考会 １２月　３日～　４日 愛知県：岡崎中央総合公園総合体育館

5 東京オリンピック二次選考会 2020年　３月　　日～　　日 東京：ＮＴＣ新拡充棟　（調整中）

TST事業（発掘事業）予定
No 事　業　名 開催期日（時期調整中） 会　　場
1 地区別ＴＳＴ記録会（北海道） 　８月　　日 北海道
2 地区別ＴＳＴ記録会（東北） 　９月　　日 宮城県
3 地区別ＴＳＴ記録会（関東） 　９月　　日 神奈川県
4 地区別ＴＳＴ記録会（北信越） 　９月　　日 長野県
5 地区別ＴＳＴ記録会（東海） 　９月　　日 静岡県
6 地区別ＴＳＴ記録会（近畿） 　９月　　日 兵庫県
7 地区別ＴＳＴ記録会（中国） 　９月　　日 岡山県
8 地区別ＴＳＴ記録会（四国） 　９月　　日 香川県
9 地区別ＴＳＴ記録会（九州） 　９月　　日 佐賀県
10 第１回ＴＳＴ委員会議 　５月２６日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
11 第２回ＴＳＴ委員会議 　７月２８日 ＪＩＳＳ・ＮＴＣ
12 全日本GAカップ大会 １１月　３日～　４日 つま恋リゾート彩の郷

社員総会　　　　　　　　　　　　 ６月９日（日）　　東京都内

全国事務局長会議　　　　　　１１月３０日（土）

臨時理事会　　　　　　　　　　　４月１４日（日）

定例部長会　　　　　　　　　　　４月１４日（日）

理事会（拡大）　　　　　　　 　　５月25日（土） ・ ６月9日（日）  ・6月1５日（土） ・ ３月21日（土）

総会・理事会等

定例理事会　　　　　　　　　　　９月７日（土） ・ １０月２６日（土） ・ １１月１６日（土） ・ １月２５日（土）

希望地区があれば８月中に申請

　　　２０１９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
２０１９年度 予定

競技種目 締切日


