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議事概略 

 

1. 定足数確認 

2. 令和２年度前期・後期東京都学生弓道連盟事業報告 

3. 令和２年度決算報告書 

4. 役員改選 

5. 令和３年度前期・後期東京都学生弓道連盟事業計画案 

6. 令和３年度予算案 

7. 都学連規約改正について 

8. 夏季中央委員会報告 

9. 令和３年度リーグ戦関連 

10. 全関東大会予選について 

11. その他のお知らせ 

 

 

司会 都学委員長大森 

 

1. 定足数確認 

加盟校 44校/54 校中 参加 

 

2. 令和２年度前期・後期東京都学生弓道連盟事業報告 



 

 

 

質問なし 

挙手多数 承認されました 



 

3. 令和２年度決算報告書（副委員長会計 川田） 

質問なし 

挙手多数 承認されました 

 

4. 役員改選 

役員の先生方の承認 

 

東京都学生弓道連盟規約第 8 条により、会長、副会長、顧問の先生方の任期は今年

の 8月 31日をもちまして完了いたしました。また本年度も引き続き、 

 

・会長     小笠原 清忠  先生 （慶應義塾大学OB） 

・副会長    廣田  勝紀   先生 （明治大学ＯＢ） 

・       米田  文彦  先生 （早稲田大学 OB） 

・顧問     神永  信一  先生 （一橋大学OB） 

が推薦されました。 

 

挙手多数 承認されました 

 

都学役員任期満了の承認 

 

 



挙手多数 承認されました 

 

《都学委員長大森より》 

新型コロナウイルスの影響もあり中止や延期など多大なご迷惑をおかけしました。

感染症が収束し、例年のように大会ができるようになった際には、後輩の運営役員

が都学を盛り上げていってくれることを期待しています。ありがとうございました。 

 

都学役員交代の承認 

 

三年 

・委員長     五島健太(慶應義塾大学) 

・副委員長    平林拓(成蹊大学) 

・副委員長会計  西森楓(専修大学) 

・副委員長総務  瀧航多(駒澤大学) 

・女子部委員長  三橋有乃(学習院大学) 

・女子部副委員長 横田彩絵(日本女子大学) 

 

二年 

・専任委員会計  高橋佑吏(桜美林大学) 

・専任委員書記  渡辺有哉(早稲田大学) 

・専任委員書記  野田悠翔(工学院大学) 

・専任委員書記  齊藤瑠星(明治学院大学) 

・運営委員    桑原歩夢(芝浦工業大学) 

・運営委員    市川萌香(学習院大学) 

 

挙手多数 承認されました 

 

ここから都学新委員長の五島に司会を変更 

 

《都学新委員長五島より》 

 今年は学生弓道、また社会にとっても大きな転機となる年になっております。今

までにない大会の開催形式が必要とされる中で、私たち学連役員ができることを今

後も模索してまいります。また今年は延期になった分、加盟校の皆様にも今までに

ない負担を強いることになると思いますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



5. 令和３年度前期・後期東京都学生弓道連盟事業計画案 

 

 

 



学生弓道合同研修会（代々木研修会）は例年 12 月の半ばに行っておりますが、今年

はまだシーズン中のため 1 月の中旬ごろに行うことを予定しております。 

 

新人戦について、例年通りの形式で大会を行うかオンラインでの大会になるかは今

後の状況を見て判断させていただきます。 

 

質問なし 

挙手多数 承認されました 

 

6. 令和３年度予算案（副委員長会計 西森） 

質問なし 

挙手多数 承認されました 

 

百射会・記録会の中止に伴い、徴収させていただいた参加費は返金せずに、部員登

録費・連盟費の減額という形で対応させていただくことを検討しております。 

 

7. 都学連規約改正について 

様々な緊急事態が予想される中、その度都学連規約を改正しなくても柔軟な対応を

可能にするため、大会実施要項に即して大会を行うことができるような都学連規約

を追加させていただきたく存じます。 

 

【改正の議論】 

リーグのオンライン化、全関の予選を各加盟校道場でやる etc 

諸々が現状の規約に即していない。 

４９条～１７５条：リーグ戦をはじめとする都学主催の大会に関する規定 

 

【改正案】 

《緊急事態条項》 

１７６条（追加） 

４９条から１７５条について、天災その他の事情につき一般社会生活が営めない程

の緊急事態が発生し、通常の大会運営が不可能であると委員長が判断した場合、大

会実施要項を優先する。 

 

 



質問なし 

挙手多数 承認されました 

 

8. 夏季中央委員会報告 

全日学連ホームページをご確認ください。 

 

 

ここで 13：32～13：40まで休憩 

 

 

 

9. 令和３年度リーグ戦関連 

定時総会パワーポイント・リーグ戦代替試合実施要項・感染症対策案に基づいて説

明 

 

・リーグ戦中止連絡・リーグ戦代替試合開催の決定報告 

 

リーグ代替大会の形式はリーグと同様(男子は 8 人立ち 20 射、女子は 4 人立ち 20

射) 

リーグ編成は参加する大学のみを反映して組み替えます。 

 

・大学によって道場の使用制限があるため、試合日程など下記のような内容を対戦

校・立ち合い校を交えて話し合い、柔軟に対応してください。 

✓ 試合の日程（週末に試合を行えない場合はその週の平日に行う等も考慮） 

✓ 試合の時間割（開始時間、附け矢の有無） 

✓ 選手の立ち順の通知、選手交代の通知方法 

✓ 立ち合いが道場に入れるか→オンラインで試合を行うかどうか 

✓ 女子の試合の先攻後攻の決め方 

✓ 道場は貸し出しが非常に限られるため、道場が持たない大学のみとしたい。 

✓ どうしても対戦校間で試合日程がかみ合わない場合、それぞれが別の日程で立

ち合いのもとで記録を取り、すり合わせて勝敗を決めるなども可能とする。 

 

・リーグ戦代替試合実施要項について 

✓ 試合日程以前かつその週の平日であれば試合を実施可能とする。 



✓ 土曜日に授業のある大学などに考慮して、男女交互に土曜日・日曜日の試合日

程を組んでおります。 

✓ 出場資格について、今年度は 9 月 21 日を予備登録期日とし追加の選手登録を

認める。 

✓ 試合のブロック編成は令和二年度リーグ戦の結果をもとに本試合の参加大学を

順に並べて編成する。 

✓ 道場がないなどのやむを得ない事情がある大学のみ一般の道場の使用を許可す

る。 

✓ 立ち合いが道場に入れない場合、リアルタイムで試合を撮影、共有するものと

する。 

✓ 各大学は試合開始前に当日の試合に出場する選手 8名と控えの 4名の氏名を立

ち合い及び相手校に通知しなければならない 

✓ 選手交代する際は、当該する立が本座に進む前に立合い及び相手校に通知しな

ければならない。 

✓ 試合当日に一切の連絡が取れない場合、その大学を棄権とみなす。また、正当

な理由なく棄権した場合、本連盟は都学連規約第二十七条に基づき懲罰を行う

ことができる。 

✓ 各ブロック内の順位は勝敗によって決定する。但し順位で勝敗が同じである場

合、的中率の多少によって順位を決定する。的中率も同じである場合は、全試

合のうちの最高的中率で決する。 

✓ 個人的中上位者の表彰は、例年通りの枠で行う。今年度は「（試合数－1 試合）

×20 射」の射数を引いた者を対象とする。 

 

・オンライン試合のマニュアルは作成・配布する予定です。 

以下のＵＲＬからオンラインマニュアル動画をご覧ください。14：02～14：10 まで

時間を取ります 

https://youtu.be/C39Q6PR-Zbo  

 

・立合い封筒については、ホームページなどに立合い書類を掲載し試合当日までに

ご用意いただくなどの対応を考えております。 

 

・記録用紙については、印刷したうえで記入するか、ＰＣ上のファイルとして記入

することも可能とします。提出の際は、スキャンしたうえでＰＤＦ形式でメールで

送信していただくか、書類を事務所までお持ちいただくこととします。 

 

 

https://youtu.be/C39Q6PR-Zbo


・新型コロナウイルス感染症対策について 

✓ 試合の際に道場に集まる人数を最低限まで減らしたいので、人数制限を提示し

ます。あくまで目安としてご確認ください。 

✓ 共有物を極力減らしたいので、矢・矢ふき布については個別でお持ちいただく

ことを推奨いたします。 

✓ 行射中・飲食の際はマスクを外していただいて構いませんが、マスクの管理に

ついては各自でお願いします。 

✓ 発声を伴う一切の応援は禁止とさせていただきます。鳴きについても禁止とさ

せていただきます。 

✓ 部員の感染などの際は各大学で出場・棄権などの判断をお願いします。但し、

立合いの派遣は禁止とします。 

全弓連の示すガイドラインもございますので、各自でご覧ください。 

 

＜質問＞ 

 

・通常は主審・副審の二名の立ち合いが居るが、オンラインでの試合でも同様か。 

→ひとつの射場に対して一人の確認がいれば十分であると考えております。よって

男子の場合は 2 人になるでしょう。今後検討し決定し次第ご報告します。 

 

法政大学 

・矢声・応援について、射位に入る際の声出しも禁止か。 

→マスクを外している時の発生は極力なしにしたいので禁止とさせていただきたい

です。 

 

法政大学 

・試合な開始前・終了後の開会・閉会宣言のための集合はあるか。 

→開会・閉会宣言は実施しようと考えております。検討します。 

 

日本体育大学 

・介添えがマスクをしている場合の発声は可能か。 

→一切の矢声・応援は禁止とさせていただきます。 

 

東京工業大学 

・新人がリーグ代替大会に出場した場合、旧人となるのか。 

→新人かリーグ代替大会に出場した場合は、新人のままとします。 

 



東京都立大学 

・本学では参加人数を 8 人以下に制限される可能性があるのだが、仕事が回らない

場合や、制限時間内に試合が終わらなかった場合、棄権した方がいいのか、それと

も翌日に試合を持ち越しすることは可能か。 

→基本的に対戦相手校と話し合って決めていただきたいです。日をまたいでの試合

を認めるかは今後検討します。 

 

東京農業大学 

・行射中に介添えが選手の近くに寄ってアドバイスなどを行うことは禁止か。 

→今後検討します。 

 

10. 全関東大会について 

同中競射を決勝トーナメント当日に行うことが難しいため、同中競射を予選の段階

であらかじめ引いておく事とします。 

 

 

 

 

・同中競射を決勝トーナメント当日に行うことが難しい 

→同中競射を予選の段階であらかじめ引いておく。 

 

・全関東大会予選当日（男子） 

・予選４射×６人＝２４本＝決勝進出の基準にする。 

・追加で４射×６人＝２４本引いてもらう＝もし同中競射が必要となった場合、こち

らの的中を参照する。 

 



・各大学４８本引き、最初の２４射を予選の的中として計上。 

・同中競射が発生した場合、５，６本目を一手競射分として参照それも同中になった

場合は７本目を一本競射分として参照 

 

11. その他 

・百射会・女子部記録会の中止報告 

・ぎりぎりまで選手登録を伸ばすことと、予選と決勝トーナメントを別日で行う事

から作成が困難と判断し、第 50 回全関のパンフレットは作成しないこととさせて

いただきます。 

・学生弓友を来年の 1月ごろに遅れて発行したいと考えております。 

・学生証コピーの提出については 9 月 30 日までに指定の形式（ＰＤＦ）に従って

メールでご提出ください。 

 

＜質問＞ 

東京医科歯科大学 

・未だ部活参加のめどが立っておらず、新入部員の学生証のコピーは 9 月 30 日の

期限までに提出できそうにないのですが、期限延長などの対応はあるか。 

→他にも期限の延長を希望される大学がございましたら個別でご連絡ください 

 

学習院大学 

・学生証コピーは部員各自で写真を撮って、それを収集・提出することは可能か。 

→可能です 

 

 

閉会 

東京都学生弓道連盟 

 


