
月 日 公認 会場 主管 競技委員長 審判長 DOS 審判員 審判員 審判員 研修 研修

4 国体選手選考会 ① ② 全日 森林 名古屋 宮藤敏浩 内藤聖之 小林真也 小島葉月 市ノ瀬光昭

森 大輔 杉村裕史

星 幸吾 山田 敦

県/全日 森林 春日井 山本桂一 小竹一樹 野嵜孝之 山本真也 戸松陽平

フィールド記録会 全日 定光寺 豊田 福岡志史 宮藤敏浩 三井雅史 山田康宏 (主管枠)

1 国体強化練習会 森林 強化部

2 全日 森林 岡崎 杉浦直人 池田匡浩 森 昌之 栗本享明 小島葉月

9 県/全日 森林 安城 榊原明美 野嵜孝之 野村光代 奥野  明 戸松陽平

23 ③ターゲット記録会 ④ターゲット記録会 全日 龍北 西尾 生野泰史 余語宗紀 小久保要次 杉浦俊也 須田 譲

5 国体強化練習会 森林 強化部

森 大輔 杉村裕史

星 幸吾 山田 敦

13 全日 森林 高体連 萩原茂樹 新海 彩 野村光代 加藤欽也 中村 実

27 県/全日 森林 FEATHER 山内雄司 田原 稔 奥野  明 須田 譲 渡邉彰子

4 全日 森林 名古屋 生野泰史 齊藤卓哉 市川明日香 中村 実 市ノ瀬光昭 鈴木大史 野村光代

17～18 県/全日 岡崎中総 愛知県

森 昌之 池田匡浩 野嵜孝之

今井 篤 大森健二 坂野雄太

22 フィールド記録会 全日 定光寺 一宮 山内雄司 榊原明美 加藤欽也 刀根 譲 (主管枠)

野村光代 杉村裕史

鳥居 耀 (太田昇吾)

12 ⑦ターゲット記録会 ⑧ターゲット記録会 全日 森林 春日井 榊原明美 池田 匡浩 小林真也 船水郊子 山田康宏

26 県/全日 森林 豊田 山本桂一 小久保要次 田原 稔 奥野 明 渡邉彰子

10 ⑨ターゲット記録会 ⑩ターゲット記録会 全日 森林 岡崎 宇野敏夫 小林真也 祖父江肇 松原功治 須田 譲

17 神無月杯 (県ショート記録会) 県/全日 森林 安城 山内雄司 鳥居 耀 田原 稔 鷲尾麻衣 三宅 誠

14 国体強化練習会 森林 強化部

20(土) 県インドア 全日 北名古屋 西尾 宇野敏夫 野村光代 宮藤敏浩 大力清孝 中村 実

21(日) 県インドア 全日 北名古屋 豊橋 生野泰史 小久保要次 栗本享明 祖父江肇 須田 譲

小林真也 祖父江肇 小竹一樹 生野泰史 諸星明彦

坂野雄太 三井雅史 須田 譲 野村光代 杉村裕史

鳥居 耀 (太田昇吾)

大力清孝 山本 昇 田原 稔 生野泰史 諸星明彦

大森健二 刀根 譲 榊原明美 野村光代 杉村裕史

鳥居 耀 (太田昇吾)

２ 19～20 全日 日本ガイシ 愛知県

6 フィールド記録会 全日 定光寺 FEATHER 山本桂一 鈴木大史 山本真也 中村 実 (主管枠)

20 ⑪ターゲット記録会 ⑫ターゲット記録会 全日 森林 高体連 宇野敏夫 本多絵美子 山本 昇 須田 譲 三宅 誠

【競技役員集合時間】　※別途、指定される競技会は除く。 【割当審判および主管担当について】

（森林）　集合場所：射場入口の外側　　集合時間：午前８時３０分 ・ターゲットおよびインドア競技会において、主管担当は審判を兼ねることはできません。

（龍北）　集合場所：射場入口の駐車場　集合時間：午前８時４５分 ・フィールド競技会において、主管担当は当日の審判も兼ねて頂く為、審判有資格者であること。

（定光寺）集合場所：駐車場内小屋奥　　集合時間：午前７時３０分 注）主管担当者は、本協会会員であること。

注）東海ターゲット、インドア競技会については、別途連絡します。

中止決定

中 止 決 定

田島隆宣

6 ⑤ターゲット記録会 ⑥ターゲット記録会 全日 森林 豊橋 榊原明美 鈴木大史 小竹一樹 山本 昇 宮田 淳

一宮 榊原明美 田原 稔 大力清孝

強化部

強化部

強化部

25(土)

26(日)

愛知県 福岡志史 宮藤敏浩 森 昌之 今井 篤

全日

全日

1 県選手権大会 競技部 福岡志史

研修予備日

中村 実

宮藤敏浩 星 幸吾

5 東海ターゲット 愛知県 福岡志史 生野泰史 小竹一樹 森 昌之 大森健二 宮藤敏浩 星 幸吾

龍北

龍北

３

全日 小牧

全日本室内選手権大会

個　別　連　絡

長月杯 (県ショート記録会) 

小竹一樹

１２

１１

生野泰史

９

１０

中日インドア

個　別　連　絡

2021/8/26

2021年度　主管・競技役員　（愛知県アーチェリー協会）

大会名

25
卯月杯 (ショート記録会)

４

記録

競技日程・主管

総務

競　技　役　員

栗本享明11 ①ターゲット記録会 ②ターゲット記録会 全日 森林

８

５

６

国体選手選考会 ⑤ ⑥

水無月杯 (県ショート記録会) 

国体選手最終選考会

アーチェリーＦＥＳ(＋GA)

中止決定

国体選手選考会 ③ ④

皐月杯 (ショート記録会)

７


