
令和二年度長崎県アーチェリー協会(各市協会等)行事計画書
実　施　日 行　事　名 主催者 会　場

4 4 (土) ～ 5 (日) 第38回西日本大会選考会 九州学ア連盟 熊本県 菊陽町杉並木公園

12 (日) 長崎県会長杯1･2回目 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

19 (日) 大村市春季大会(30mW, 30+18m、18+12m) 大村市ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

26 (日) 九州地区春季アーチェリー大会 九州ア連盟 熊本県 菊陽町杉並木公園

5 3 (日) 第52回県春季大会、県公認1回目、国体予選1回目 長崎県ア協 長崎県 白鳥運動公園

4 (月) ～ 5 (火) 第44回九州学生アーチェリー王座決定戦 九州学ア連盟 長崎県 長崎市白鳥運動場

8 (金) ～ 10 (日) 第49回全日本フィールド選手権大会 全ア連盟 滋賀県 米原市　奥伊吹スキー場

10 (日) 長崎県会長杯3･4回目 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

10 (日) 第10回九州地区マスターズ 九州ア連盟 大分県 日田市アーチェリー場

16 (土) ～ 17 (日) 第30回全日本学生アーチェリー西日本大会 学ア連盟 富山県 未定

17 (日) 九州身体障害者選手権大会 全九州ア連 鹿児島県 鹿児島市　鹿児島ふれあいスポーツランド

31 (日) 県身障者大会 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

6 6 (土) ～ 7 (日) 県高校総合体育大会 長崎県高体連 長崎県 白鳥運動公園

6 (土) ～ 7 (日) 東京2020オリンピック記念大会 全ア連盟 静岡県 つま恋リゾート彩の郷

14 (日) 県公認記録会2･3回目、国体予選2･3回目 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

21 (日) 県公認記録会4･5回目、国体予選4･5回目 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

27 (土) ～ 28 (日) 第53回全日本社会人ターゲット選手権大会 全ア連盟 愛知県 岡崎市中央総合公園
27 (土) ～ 28 (日) 全日本学生王座 全学連 静岡県 つま恋リゾート彩の郷

7 4 (土) ～ 5 (日) 第15回全日本小学生・中学生選手権大会 全ア連盟 静岡県 つま恋リゾート彩の郷

11 (土) ～ 12 (日) 全九州高等学校アーチェリー選手権大会 高体連 沖縄県 宜野湾高校グラウンド

21 (火) ～ 23 (木) 第53回全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技 高体連 三重県 松阪市　松阪総合運動公園

26 (日) 第9回全九州小中学生アーチェリー大会 全九州ア連盟 大分県 湯布院スポーツセンター

24 (金) ～ 1 (水) 東京2020オリンピック　アーチェリー競技 全九州ア連盟 東京都 江東区　夢の島公園アーチェリー場

8 1 (土) ～ 2 (日) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

2 (日) 第31回九州学生フィールドアーチェリー選手権大会 九州学ア連 福岡県 北九州フィールドアーチェリーランド

2 (日) 九州地区フィールドアーチェリー選手権大会 全九州ア連 福岡県 北九州フィールドアーチェリーランド

15 (土) ～ 20 (木) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

16 (日) 長崎県会長杯5･6回目 長崎県ア協 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

22 (土) ～ 23 (日) 国体九州地区ブロック大会・アーチェリー競技 国体推進 沖縄県 宜野湾高校グラウンド

27 (木) ～ 28 (金) 第55回九州学生アーチェリー夏季個人選手権大会 九州学ア連盟 熊本県 菊陽町杉並木公園

30 (日) 第49回全九州アーチェリー選手権大会 全九州ア連盟 大分県 湯布院スポーツセンター

9 5 (土) ビックＮ初心者教室 長崎県体協 長崎県 長崎県営野球場

11 (金) ～ 13 (日) 第59回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 全ア連 大阪府 豊中市　服部緑地公園

19 (土) ～ 20 (日) 第4回ISPS HANDA CUPアーチェリー大会(旧つま恋カップ) 全ア連 愛知県 岡崎市中央総合公園

19 (土) ～ 20 (日) 長崎県高校新人大会 長崎県高体連 長崎県 白鳥運動公園

26 (土) ～ 27 (日) 第41回全日本社会人フィールド選手権大会 全ア連 群馬県 安中市　群馬国際フィールドアーチェリー

26 (土) ～ 27 (日) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

ＧＡカップ九州地区大会（未定） 全ア連盟

27 (日) 長崎県会長杯7･8回目 長崎県ア協 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

27 (日) 長崎県身障者大会 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

10 3 (土) ～ 4 (日) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

4 (日) 県公認記録会6回目 長崎県ア協 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

10 (土) ～ 12 (月) 第75回国民体育大会・アーチェリー競技 国体推進 鹿児島県 鹿児島市　鹿児島ふれあいスポーツランド

10 (土) 　 　 　 佐世保市民大会（未定） 　佐世保市 長崎県 佐世保市総合グラウンドアーチェリー競技場

11 (日) 　 　 　 長崎市民大会（未定） 　佐世保市 長崎県 長崎市民アーチェリー場

17 (土) ～ 18 (日) 第55回九州学生アーチェリー新人選手権大会 九州学ア連盟 長崎県 佐世保市総合グラウンドアーチェリー競技場

17 (土) ～ 18 (日) 全九州高等学校アーチェリー新人大会 高体連 熊本県 菊陽町杉並木公園

18 (日) 大村市秋季大会(30mW, 30+18m、18+12m) 大村市ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

23 (金) ～ 25 (日) 第62回全日本ターゲット選手権大会 全ア連盟 東京都 江東区　夢の島公園アーチェリー場

24 (土) ～ 25 (日) 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会アーチェリー競技 全国障害者ス協会 鹿児島県 鹿児島市　鹿児島ふれあいスポーツランド

30 (金) ～ 1 (木) 審判ルール研修会 全ア連盟 三重県 松阪市

11 1 (日) 第50回県秋季大会、県公認7回目 長崎県ア協 長崎県 白鳥運動公園

7 (土) ～ 8 (日) 大村市小中学生全国通信大会合宿 大村市ア協会 長崎県 大村市アーチェリー場

7 (土) ～ 8 (日) 全日本GAカップ大会 全ア連盟 静岡県 つま恋リゾート彩の郷

8 (日) 長崎県会長杯9･10回目 長崎県ア協 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

14 (土) ～ 15 (日) 第71回県民体育大会 長崎県体協 長崎県 長崎市ア場、白鳥運動場

10 (火) ～ 12 (木) ナショナルチーム選考会 全ア連盟 東京都 江東区　夢の島公園アーチェリー場

21 (土) ～ 22 (日) 第21回九州学生室内アーチェリー選手権大会 九州学ア連盟 長崎県 長崎県立総合体育館

28 (土) ～ 29 (日) 全国指導者講習会 全ア連盟 （近畿地区）

29 (日) 長崎県審判講習会 長崎県ア協会 長崎県 シーハット大村会議室

12 6 (日) 第24回長崎県インドア・アーチェリー大会 長崎県ア協会 長崎県 諫早東高等学校体育館

13 (日) 第42回全九州インドア・アーチェリー大会 全九州ア連盟 佐賀県 高志館高等学校

27 (日) 大村市アーチェリー協会納射会 大村市ア協会 長崎県 大村市アーチェリー場

1 10 (日) 大村市アーチェリー協会初射会 大村市ア協会 長崎県 大村市アーチェリー場

1 17 (日) 第25回長崎県インドア・アーチェリー大会　(兼高校ネットワークインドア) 長崎県ア協会 長崎県 諫早東高等学校体育館

2 7 (日) 長崎県アーチェリー協会　役員会 長崎県ア協 長崎県 大村市アーチェリー場

2020



令和二年度長崎県アーチェリー協会(各市協会等)行事計画書
実　施　日 行　事　名 主催者 会　場

2020

13 (土) ～ 14 (日) 第30回全日本室内選手権大会 全ア連盟 長野県 長野市　長野市真島総合スポーツアリーナ

第21回全日本学生室内選手権大会（未定） 全ア連盟

28 (日) 長崎県アーチェリー協会　評議員会 長崎県ア協 長崎県 シーハット大村会議室

3 6 (土) ～ 7 (日) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

13 (土) ～ 14 (日) 国体強化合宿 長崎県ア協強化部 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

14 (日) 長崎県会長杯11･12回目 長崎県ア協 長崎県 大村工業高等学校アーチェリー場

14 (日) 大村市アーチェリー協会総会 大村市ア協会 長崎県 大村市中央公民館

26 (金) ～ 28 (日) 第39回全国高等学校アーチェリー選抜大会 高体連 静岡県 掛川市　つま恋リゾート彩の郷


