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2-4 第51回世界選手権大会ＲＣ部門・第17回世界ユースＲＣ部門最終選考会 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日

10-11 第17回世界ユースＣＰジュニア部門最終選考会 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日
4 11 第　1回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

12-13 第51回世界選手権大会ＣＰ部門最終選考会 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日

18 国体予選① 70ｍR 富岡 全日

24 高校春季大会　関東予選会 70ｍR 富岡 全日

25 県 ﾌｨールド春季大会 F 神奈川国際 全日
29 横浜市民春季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

2 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

5 3 関東小中学生大会 60ｍＲ/30ｍＲ/30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ埼玉県:はらっパーク宮代 全日

7-9 第50回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 OR 滋賀県米原市　グランスノー奥伊吹 特設会場 全日

9 第１回横須賀市小中学生記録会 30ｍＷ／18ｍＷ 花の国 -

15-16 東京2020ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｰｹﾞｯﾄA大会 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日

16 国体予選③ 70ｍR 富岡 全日

22-23 第31回インカレ東日本大会 宮城県　秋保リゾート 全日

23 第　1回横浜市60ｍ70ｍR×2 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

29-30 第30回インカレ西日本大会 富山県　中ノ口緑地公園 全日

29 高校総体予選 70ｍR 富岡 全日
30 第　2回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

5-6 関東高等学校アーチェリー大会 70ｍR 神奈川県　大磯運動公園多目的広場 全日

5-6 第54回全日本社会人ﾀｰｹﾞｯﾄ OR 三重県　松阪市総合運動公園 全日

6 6 第1回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

13 国体予選④ 70ｍR 富岡 全日

19-20 第59回男子、第55回女子インカレ王座決定戦 静岡県　つま恋リゾート 全日

20 第　3回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

27 第２回横須賀市小中学生記録会 30ｍ・18ｍ／18ｍ・12ｍ 花の国 -
27 第　１回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

3-4 第16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
4 県フィールド選手権大会 F 神奈川国際 全日

7 10 国体強化練習会① 70mＲ×2 富岡 全日

10-11 第28回ｲﾝﾀｰﾊｲ記念大会 70ｍR 栃木県那須烏山市：緑地運動公園多目的競技場 全日

11 第5回横須賀JrOPｱｰﾁｪﾘｰ大会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 花の国 全日

17-18 第70回全日本実業団大会 OR 　 全日
18 第　2回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

1 第　2回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

07-08 国体　関東ブロック大会 70ｍR 栃木県那須烏山市：緑地運動公園多目的競技場 全日

8 8 横浜市民夏季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

14 県キャデット大会 18ｍ・30ｍ 富岡 全日

15 県ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 50ｍR70ｍR/OR 富岡 全日

20-22 第54回インターハイ OR 福井県鯖江市：鯖江市東公園 全日
22 第３回横須賀市小中学生記録会 30ｍ・18ｍ／18ｍ・12ｍ 花の国 -

28 国体強化練習会② 70mＲ×2 富岡 全日

29 関東地区ターゲット選手権大会 70ｍR 茨城県：笠松運動公園陸上競技場 全日
29 第　4回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍR 富岡 全日

4 優秀選手選考会 70ｍR 富岡 全日

5 第　5回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

9 10-12 第60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

11 高等学校秋季新人大会 70ｍR 富岡 全日

12 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

18 国体強化練習会③ 70mＲ×2 富岡 全日

18-19 第5回HANDA　CUP OR 愛知県岡崎市　岡崎市中央総合公園 全日

19 第４回横須賀市小中学生記録会 30ｍ・18ｍ／18ｍ・12ｍ 花の国 -

25 高校1年記録会 50m・30mＲ 富岡 全日
26 第　２回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

1-3 第76回国民体育大会 OR 三重県松阪市　松阪市総合運動公園 全日
3 横浜市民秋季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

10 9 国体ｼﾞｭﾆｱ強化練習会① 70mＲ 富岡 全日

9-10 第42回全日本社会人フィールド大会 世界大会R 広島県廿日市市：佐伯国際ｱｰﾁｪﾘｰﾗﾝﾄﾞ 全日
10 第　3回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

15-17 第33回インカレフィールド選手権大会 全日

17 No2スポーツの日記念大会 50ｍ60ｍ70ｍR 富岡 全日

17 関東地区フィールド選手権大会 F 山梨県：加賀美アーチェリー 全日

22-24 第63回全日本ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 OR 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日
24 第　3回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

30 県新人大会 50ｍ・30ｍＲ 富岡 全日
31 第34回七沢杯 50ｍＲ・70ｍＲ 厚木市・七沢　神奈川総合リハ 全日

6-7 第3回全日本GAC大会⇒2022年GA育成選手選考会 30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ 静岡県　つま恋リゾート彩の郷 全日

7 第2回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

11 13-14 関東高等学校アーチェリー選抜大会 70ｍR 山梨県敷島市:敷島総合公園運動場 全日

13 国体ｼﾞｭﾆｱ強化練習会② 70mＲ 富岡 全日

14 第　6回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

21 第　4回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日
28 第　4回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

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

未定 ｲﾝﾄﾞｱ個人選手権大会 未定 全日

12 11 国体ｼﾞｭﾆｱ強化練習会③ 70mＲ 富岡 全日

12 第1回県インドア 18ｍW 横浜高校 全日

19 第2回県インドア兼納射会 18ｍW 横浜高校 全日
26 第　７回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

16 かもめインドア 18ｍW 相模原市　けやき体育館 全日

1 23 第　８回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日
30 横須賀インドアオープン 18ｍW 横須賀市不入斗　横須賀ｱﾘｰﾅ 全日

5 高等学校新人大会18ｍR 18ｍW 未定 全日

6 第　9回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 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

2 12 国体ｼﾞｭﾆｱ強化練習会④ 70mＲ 富岡 全日

19-20 第31回全日本室内選手権大会 ｲﾝﾄﾞｱﾏｯﾁR 愛知県名古屋市：日本ガイシホール 全日
20 第10回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

6 第3回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

12 国体ｼﾞｭﾆｱ強化練習会⑤ 70mＲ 富岡 全日

3 13 第　5回横浜市50ｍR×2 50ｍＲ×２ 富岡 全日

20 第　5回横浜市60ｍ70ｍR×２ 60ｍ70ｍＲ×２ 富岡 全日

21 第５回横須賀市小中学生記録会 30ｍＷ／18ｍＷ 花の国 -

26-28 第39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

県協会月 日 全ア連 関東連盟学連 高体連 他の競技会等 種目 会場 公認


