
(2017)平成２９年 静岡県アーチェリー協会競技予定表 2017.2.26

青色文字は県内行事　茶色文字は高校行事   

月 日 県・東海･全日本大会 会場 主管 種目 参加費 予選対象

15 東海ｱ連役員会 掛川グランドホテル 静岡県

15 静岡室内オープンアーチェリー大会 雄踏総合体育館 浜松市 18mｲﾝﾄﾞｱﾗｳﾝﾄﾞ 3,000(高2,000中1,500) 全日

29 浜松室内オープンアーチェリー大会 新橋体育センター 浜松市 18mｲﾝﾄﾞｱﾗｳﾝﾄﾞx2 全日

２月 5 新規１級公認審判員認定講習・試験 豊田市 全ア連

26 定例理事会 エコパ

３月 5

11-12 第26回全日本室内選手権大会 札幌市 北海道 インドアマッチラウンド

19 県３月例会 小笠山 浜松 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日

26-28 第35回全国高校選抜大会 小笠山 高体連 オリンピックラウンド

４月 2

9 県４月例会 小笠山 高校部 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日･東海･国体

9 東海実業団兼東海社会人大会 愛知県 東海ア連

16 東海ｱ連審判講習会 三重県 東海ア連

23 高校総体一次予選（22日午後～） 小笠山 高体連 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日･国体

30 県春季大会（29日午後～） 小笠山 掛川市 70MR+団体ﾏｯﾁ戦 2,000（高校1,000） 全日･東海･国体

５月 3-5 東海高校競技会 小笠山 高体連 全日･国体

7

14 県５月例会（13日午後～） ぐりんぱる 牧之原 70Mﾗｳﾝﾄﾞ×２ 2,500（高校1,500） 全日･東海･国体

14 中日本中学生大会 森林公園 東海ア連

20-21 第50回全日本社会人ターゲット選手権大会 北広島町 広島県 オリンピックラウンド

21 県５月記録会 清水総合G 静岡市 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日･東海･国体

28 県高校総体（27日午後～） 小笠山 高体連 全日･国体

28 東海学生アーチェリー皐月杯 愛知学院 東海学連 静岡県から一級審判派遣

６月 3-4 第46回全日本フィールド選手権大会 米原市 滋賀県 世界大会ラウンド

4 県６月例会（3日午後～） 小笠山 磐田市 70Mﾗｳﾝﾄﾞ×２ 2,500（高校1,500） 全日･東海･国体

11

17-18 東海高校総体 松坂市 東海高体連

24-25 第12回全日本小学生中学生大会 大村市 長崎県 オリンピックラウンド

25 静岡県ｱｰﾁｪﾘｰ選手権（24日午後～） 小笠山 浜松市 70Mﾗｳﾝﾄﾞ×２ 3,000 全日･東海･国体

７月 2 県7月記録会・審判講習会（1日午後～） 小笠山 三島市 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日･東海

9

15-16 第65回全日本実業団アーチェリー競技大会 日進市 愛知県 オリンピックラウンド

16

23

30 県７月例会兼末田杯 ぐりんぱる 牧之原 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日･東海

８月 6

10-12 全国高校総体 宮城県利府町

13

19-20 第35回東海ﾌﾞﾛｯｸ大会 小笠山 静岡県 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 国体・全日

27 県８月記録会 江ノ島 強化部 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日

９月 3 第50回東海ターゲット選手権大会 口論義運動公園 愛知県 70Mﾗｳﾝﾄﾞ･CP 50Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日

10

15-17 第1回○○カップアーチェリー大会 岡崎市 全ア連 オリンピックラウンド

23-24 第38回全日本社会人フィールド選手権大会 北広島市 北海道 世界大会ラウンド

24 県高校選手権 小笠山 高体連 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日

10月 1 静岡県スポーツフェステイバル ぐりんぱる 牧之原 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日

1 県障害者大会 小笠山 静岡県

2-4 第72回国民体育大会・アーチェリー競技 今治市 愛媛県 オリンピックラウンド

8 県高校秋季大会 江ノ島 高体連 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日

14-15 WINカップ 小笠山 静岡県 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 全日

21-22 全国マスターズinしずおか 小笠山 静岡県 900ﾗｳﾝﾄﾞ

27-29 第59回全日本ターゲット選手権大会 小笠山 全ア連 オリンピックラウンド

11月 4-5 平成29年度全国指導員・審判員ルール研修会 福井市 全ア連

岐阜県インドア大会 岐阜県 岐阜県

5 県高校新人戦 小笠山 高体連 70Mﾗｳﾝﾄﾞ

12 県11月記録会 小笠山 三島市 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日

19

25-26 平成29年度ブロック別指導者講習会 岡山市 全ア連

12月 2 常任理事会 小笠山

3

10 清水インドア 静岡市 静岡 18mｲﾝﾄﾞｱﾗｳﾝﾄﾞ 全日室内

17

24 静岡インドアオープン 浜松市 雄踏 18mｲﾝﾄﾞｱﾗｳﾝﾄﾞ 全日室内

31

7 東海ｱ連役員会 岐阜県 東海ア連

13-14 中日インドアオープン 愛知県 愛知県

21 東海高校インドア大会 浜松工 東海高体連 18mｲﾝﾄﾞｱﾗｳﾝﾄﾞ 全日室内

28 浜松インドア記録会 浜松市 新橋（雄踏） 18mｲﾝﾄﾞｱx2 全日室内

4 平成29年度新規1級公認審判員認定講習・試験 東京都（予定） 全ア連

18 定例理事会 小笠山

３月 4

11 3月例会（2018年に会場調整） 小笠山 70Mﾗｳﾝﾄﾞ 2,000（高校1,000） 全日

17-18 第27回全日本室内選手権大会 町田市 東京都 ｲﾝﾄﾞｱﾏｯﾁﾗｳﾝﾄﾞ

26-28 第36回全国高等学校アーチェリー選抜大会 未定 高体連 オリンピックﾗｳﾝﾄﾞ

１月

１月

２月


