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8-10 第19回アジア競技大会最終選考会／第31回ワールドユニバ選考会 東京都：夢の島公園 全日

10 第　1回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

16 国体予選① 70ｍR 富岡 全日

17 県 フィールド春季大会 F 神奈川国際 全日

23 高校春季大会　関東予選会 70ｍR 富岡 全日
24 横浜市民春季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

１ 第　1回横浜市50ｍR×2 50ｍR×２ 富岡 全日

３ 国体予選② 70ｍR 富岡 全日

4 関東小中学生大会 60ｍ/30ｍ/30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ埼玉県：はらっパーク宮代 全日

8 第　1回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

15 第　1回横浜市60ｍ70ｍR×2 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

13-15 第51回全日本Ｆアーチェリー選手権大会／第27回世界F選手権大会選考会 世界大会R 滋賀県米原市：グランスノー奥伊吹 特設会場 全日

21 国体予選③ 70ｍR 富岡 全日
28 高校総体　神奈川県予選会 70ｍR 富岡 全日

28-29 第31回インカレ東日本大会 70ｍR×2 北海道　キロロリゾート 全日

28-29 第30回インカレ西日本大会 70ｍR×2 山口県　グリーンステイながうら 全日
29 第　2回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

4-5 関東高等学校アーチェリー大会 70ｍR 埼玉県：はらっパーク宮代 全日

5 第　3回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

11 国体予選④ 70ｍR 富岡 全日

18-19 第61回男子、第57回女子インカレ王座決定戦 OR 静岡県:つま恋リゾート彩の郷 全日

19 第1回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

25-26 第55回全日本社会人ﾀｰｹﾞｯﾄ OR 東京都：夢の島公園 全日
26 第　１回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

3 県フィールド選手権大会 F 神奈川国際 全日

★10 第1回星槎箱根カップ（仮） 70mR、30m、18m 星槎箱根キャンパス 全日

16 国体強化記録会兼ｼﾞｭﾆｱ強化記録会① 70mＲ×2 富岡 全日

16-17 第17回全日本小中学生大会 OR 静岡県：つま恋リゾート彩の郷 全日

17-18 島村一郎杯 70ｍR 埼玉県：はらっパーク宮代 全日

17 第　2回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日
24 第　2回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

7 横浜市民夏季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

7 第4回GAC関東地区大会 30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ 山梨県甲府市：緑ヶ丘スポーツ公園洋弓場 全日

8-10 第55回インターハイ OR 香川県丸亀市：Pikaraスタジアム 全日

13 県キャデット大会 18ｍ・30ｍ 富岡 全日

14 県ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 50ｍR70ｍR/OR 富岡 全日

21 第　２回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

28 第21回横須賀ベアボウオープン大会 50ｍ 花の国 全日

27-28 国体　関東ブロック大会 70ｍR 東京都：夢の島公園 全日
27-28 関東地区ターゲット選手権大会 70ｍR 東京都：夢の島公園 全日

3 優秀選手選考会 70ｍR 富岡 全日

4 第　4回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

未定 第61回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 大阪　服部緑地公園 全日

17 高等学校秋季新人70ｍR大会 70ｍR 富岡 全日

17-18 第６回HANDA　CUP OR 愛知県岡崎市：岡崎市中央総合公園 全日

19 第　２回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

23 第　３回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

24 国体強化記録会② 70mＲ×2 富岡 全日

24-25 第43回全日本社会人Ｆ大会 世界大会R 岩手県八幡平市：いこいの村岩手 全日
25 横浜市民秋季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

2 第　3回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

8 高校1年記録会 50m・30mＲ 富岡 全日

8-10 第７７回国民体育大会 OR 栃木県那須烏山市：緑地運動公園多目的競技場 全日

15 ｼﾞｭﾆｱ強化記録会② 70mＲ×2 富岡 全日

14-16 第34回インカレフィールド選手権大会 世界大会R 群馬県：群馬国際アーチェリー場 全日

16 No3スポーツの日記念大会 50ｍ60ｍ70ｍR 富岡 全日

未定 関東地区フィールド選手権大会 F 全日

21-23 第64回全日本ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 OR 東京都：夢の島公園 全日

23 第　3回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

29 県新人大会 50ｍ・30ｍＲ 富岡 全日

29-30 第34回七沢杯 50ｍＲ・70ｍＲ 厚木市・七沢　神奈川総合リハ 全日
30 第　5回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

4-6 2023年度ナチーム選考会 東京都江東区：夢の島公園 全日

6 第６回横須賀JrOPｱｰﾁｪﾘｰ大会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 花の国 全日

6 第　4回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

未定 第４回全日本GAC大会⇒2023年GA育成選手選考会 30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ 東京都江東区：夢の島公園 全日

12-13 関東高等学校アーチェリー選抜大会 70ｍR 神奈川県：大磯運動公園多目的広場 全日

19 ｼﾞｭﾆｱ強化記録会➂ 70mＲ 富岡 全日

20 第　4回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日
27 第2回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

4 横浜市民冬季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

10 ｼﾞｭﾆｱ強化記録会④ 70mＲ 富岡 全日

11 第1回県インドア 18ｍW 横浜高校 全日

18 第2回県インドア兼納射会 18ｍW 横浜高校 全日
25 第　6回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

15 第24回横須賀インドアオープン大会 18ｍW 横須賀市不入斗：横須賀ｱﾘｰﾅ 全日

22 かもめインドア 18ｍW 相模原市：けやき体育館 全日

22 第　７回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日
28 高等学校新人18ｍR大会 18ｍW 富岡 全日

5 第　８回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

11-12 第32回全日本室内選手権大会 ｲﾝﾄﾞｱﾏｯﾁR 高知県高知市：高知県立春野総合運動公園 全日

未定 第22回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会 未定 全日

18 ｼﾞｭﾆｱ強化記録会➄ 70mＲ 富岡 全日
19 第　9回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

5 第　4回横須賀市小中学生記録会 30ｍ/18ｍ/12ｍ 花の国 -

11 ｼﾞｭﾆｱ強化記録会⑥ 70mＲ×2 富岡 全日

12 第　5回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

19 第　5回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

26 第3回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日
26-28 第41回全国高校選抜大会 OR 静岡県：つま恋リゾート彩の郷 全日
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