
◇2023年度行事予定     NPO法人　神奈川県アーチェリー協会 2023年02月25日確定

凡例: dd 土曜日開催 2023年02日25日更新1.2版
dd 日祝日開催 2023年11月23日　素案作成

月日 全ア連 学連 関東

連盟

県協会 高体連 他の競技会等 種目 会場 公認

2023/4/7 -9 世界選手権大会兼第19回アジア競技大会、2024パリ五輪選考大会 OR 東京都：夢の島公園 全日

2023/4/9 第　1回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

2023/4/15 国体予選① 70ｍR 富岡 全日

★ 2023/4/16 県 フィールド春季大会 F 神奈川国際 全日

2023/4/23 第　2回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日
2023/4/29 高校春季大会　関東予選会 70ｍR 富岡 全日

2023/4/30 横浜市民春季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

2023/5/3 国体予選② 70ｍR 富岡 全日

2023/5/4 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

2023/5/7 第　１回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

★ 2023/5/12 -14 第52回全日本Ｆアーチェリー選手権大会／第28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

2023/5/14 第　1回横浜市60ｍ70ｍR×2競技会 60ｍ70ｍR×2 富岡 全日

2023/5/20 第31回インカレ西日本大会 70ｍR 熊本県：菊陽杉並木公園さんさん 全日

2023/5/20 国体予選③ 70ｍR 富岡 全日
2023/5/27 高校総体　神奈川県予選会 70ｍR 富岡 全日

2023/5/28 第32回インカレ東日本大会 70ｍR 北海道：帯広の森陸上競技場 全日

2023/5/28 第　1回横浜市50ｍR×2競技会 50ｍR×2 富岡 全日

2023/6/3 国体予選④ 70ｍR 富岡 全日

2023/6/10 -11 関東高等学校アーチェリー大会 70ｍR 東京都：夢の島公園 全日

2023/6/11 第　3回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

2023/6/17 -18 第62回男子、第58回女子インカレ王座決定戦 OR 静岡県：つま恋ﾘｿﾞｰﾄ彩の郷 全日

★ 2023/6/18 第1回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

2023/6/24 -25 第56回全日本社会人ﾀｰｹﾞｯﾄ OR 東京都：夢の島公園 全日

2023/6/25 第　２回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

2023/6/25 第　１回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

2023/7/1 -02 東京2020チャレンジカップ OR 静岡県：つま恋リゾート彩の郷 全日

★ 2023/7/2 県フィールド選手権大会 F 神奈川国際 全日

2023/7/8 国体・Jr強化合同練習会➀➁ 70mR×2競技会 富岡 全日

2023/7/9 第　2回横浜市60ｍ70ｍR×2競技会 60ｍ70ｍR×2 富岡 全日

2023/7/16 第　３回横須賀市小中学生記録会 30ｍ／18ｍ／12ｍ 花の国 -

2023/7/16 -17 島村一郎杯 70ｍR 埼玉県：はらっパーク宮代 全日

2023/7/17 第4回GAC関東地区大会 30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ 東京都：夢の島公園 全日

2023/7/23 第　2回横浜市50ｍR×2競技会 50ｍR×2 富岡 全日

2023/8/6 横浜市民夏季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

2023/8/8 -10 第56回インターハイ OR 北海道帯広市：帯広の森陸上競技場 全日

2023/8/12 県キャデット大会 18ｍ・30ｍ 横浜高校 全日

2023/8/13 県ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 50ｍR70ｍR/OR 富岡 全日

2023/8/19 -20 第18回全日本小中学生大会/GA育成選考 OR、30ｍ18ｍ/18ｍ12ｍ 愛知県岡崎市：岡崎市中央総合公園 全日

2023/8/19 -20 第78回国体　関東ブロック大会 70ｍR 埼玉県：はらっパーク宮代 全日

2023/8/20 第22回横須賀ベアボウオープン大会 50ｍ 花の国 全日

2023/8/26 -27 第34回七沢杯 50ｍＲ・70ｍＲ 厚木市・七沢　神奈川総合リハ 全日

★ 2023/9/1 -03 第35回インカレフィールド選手権大会 世界大会R 京都府：白梅スポーツクラブ 全日
2023/9/2 優秀選手選考会 70ｍR 富岡 全日

2023/9/3 第　4回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

☆ 2023/9/9 -10 関東地区ターゲット選手権大会 50ｍ60ｍ70ｍR 神奈川県：富岡総合公園アーチェリー場 全日

2023/9/16 -17 第６回HANDA　CUP OR 愛知県岡崎市：岡崎市中央総合公園 全日
2023/9/16 高等学校秋季新人70ｍR大会 70ｍR 富岡 全日

2023/9/18 第　2回横浜市900R大会 900R 富岡 全日

2023/9/22 -24 第62回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 70ｍR 東京都江東区：夢の島公園 全日

2023/9/23 国体・Jr強化合同練習会➂④ 70mR×2競技会 富岡 全日

2023/9/24 横浜市民秋季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

★ 2023/9/30 -01 第44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

2023/10/1 No4スポーツの日記念大会 50ｍ60ｍ70ｍR 富岡 全日
2023/10/7 高校1年記録会 50m・30mＲ 富岡 全日

2023/10/8 第　3回横浜市60ｍ70ｍR×2競技会 60ｍ70ｍR×2 富岡 全日

2023/10/14 -16 第78回国民体育大会 OR 鹿児島県鹿児島市：ふれあいスポーツランド 全日

2023/10/15 横須賀市民大会 50ｍR 花の国 全日

2023/10/20 -22 第65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

2023/10/21 Jr強化練習会➄➅ 70mR×2競技会 富岡 全日

2023/10/22 第　3回横浜市50ｍR×2競技会 50ｍR×2 富岡 全日

2023/10/28 県新人大会 50ｍ・30ｍＲ 横浜高校 全日

2023/10/29 第　5回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

★ 2023/10/29 関東地区フィールド選手権大会 F 茨城・千葉：佐倉FA 全日

2023/11/04 -06 2024年度ナチーム選考会 OR 東京都江東区：夢の島公園 全日

2023/11/5 第７回横須賀JrOPアーチェリー大会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 花の国 -

★ 2023/11/5 第2回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

2023/11/11 Jr強化練習会⑦⑧ 70mR×2競技会 富岡 全日

2023/11/12 第　6回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

2023/11/18 -19 関東高等学校アーチェリー選抜大会 70ｍR 埼玉県：はらっパーク宮代 全日

2023/11/19 第1回横浜市秋季インドア大会 18ｍR 富岡 全日

2023/11/23 横須賀秋季インドア大会 18ｍR 横須賀市不入斗：横須賀ｱﾘｰﾅ 全日

2023/11/26 第　7回横浜市50ｍ60ｍ70ｍR競技会 50ｍ60ｍ70ｍＲ 富岡 全日

2023/12/3 横浜市民冬季大会　兼TST記録会 50ｍ・30ｍ/18ｍ・12ｍ 富岡 全日

2023/12/9 Jr強化練習会⑨ 70mＲ 富岡 全日

2023/12/10 第1回県インドア大会 18ｍＲ 横浜高校 全日

2023/12/17 第2回県インドア大会 18ｍＲ 横浜高校 全日

2024/1/14 第25回横須賀インドアオープン大会 18ｍR 横須賀市不入斗：横須賀ｱﾘｰﾅ 全日

2024/1/21 かもめインドア 18ｍR 相模原市：けやき体育館 全日

☆ 2024/1/27 高等学校新人18ｍR大会 18ｍR 富岡⇒未定 全日

2024/2/10 -11 第33回全日本室内選手権大会 ｲﾝﾄﾞｱﾏｯﾁR 長崎県長崎市：長崎県立総合体育館 全日

2024/2/23 -24 第24回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会 18ｍW 未定 全日

☆ 2024/3/9 Jr強化練習会⑩ 70mR 未定(東京地区) 全日

2024/3/10 第　4回横須賀市小中学生記録会 30ｍ/18ｍ/12ｍ 花の国 -

★ 2024/3/24 第3回県フィールド大会 F 神奈川国際 全日

2024/03/26 -28 第42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


