
全日 国体選考
公認 対象

10（日） 平成２３年度岐阜県ターゲット記録会(１) FR/50・30 瑞浪市陸上競技場 ○ ○

17（日） 平成２３年度高校春季大会 70 高山・西高 ○ ○

17（日） 東海審判講習会 講習会 高山文化会館

24（日） （フィールド１：愛知主管） フィールド 定光寺 ○

1（日） 東日本大震災チャリティー大会 F900/他 関・中池

8（日） 平成２３年度岐阜県ターゲット記録会(２) FR/50・30 関・中池 ○ ○

22（日） 平成２３年度岐阜県高校総体/東海高校総体/全国高校総体予選 70 高山・西高 ○ ○

22（日） （フィールド2：愛知主管） フィールド 定光寺 ○

29(日） 平成２３年度　岐阜県FITA選手権大会 FR 関・中池 ○ ○

5（日） 第８回久野杯　岐阜県小中学生大会 50・30/他 関・中池

11(土） １・２級審判員研修会事前打ち合わせ 会議 関・わかくさＰ

12（日） １・２級審判員研修会　　 研修会 関・中池

19（日） （フィールド3：愛知主管） フィールド 定光寺 ○

26（日） 平成２３年度岐阜県ターゲット記録会(３) FR/70 関・中池 ○ ○

3日 国体リハーサル大会　打ち合わせ会議 会議 長良川ＳＰ

10（日） 平成２３年度　ブロック国体最終選考会 70 高山・西高 ○ ○

16/17 国体リハーサル大会　

（土・日） （第59回全国実業団アーチェリー大会）

31（日） 国体強化記録会 ＦR 高山・西高 ○ ○

7（日） 青木杯 50/30 岐阜ＡＬ

7（日） （第40回東海フィールドアーチェリー選手権大会） フィールド 定光寺 ○

20/21

（土・日）

4（日） （第44回東海ターゲットアーチェリー選手権大会） FR 大垣 ○ ○

11（日） 第７回ＳＥＩＮＯ　オープン 70/α 大垣 ○ ○

18（日） 第５回　岐阜県民スポーツ大会 50・30 高山・高山西

15/16 第３回ひだ高山全国キャデット大会

（土・日） (キャデットシングル/50・30/30w/18w)

23（日） 平成２３年度岐阜県ターゲット記録会(４) FR/50・30 関・中池 ○ ○

29（土） 平成２３年度　岐阜県高校記録会 ＦR 大垣 ○ ○

30（日） 平成２３年度　岐阜県高校秋季大会 ＦR 大垣 ○ ○

30（日） （岐阜県フィールド選手権：愛知主管） フィールド 定光寺 ○

第３９回岐阜県５０・３０ｍＲ選手権大会 50/30

平成２３年度　岐阜県高校新人大会 50/30

平成２３年度　岐阜県中濃インドア大会　　　　　　（午前） 18w ○

平成２３年度　岐阜県インドア記録会（１）　　　　　（午後） 18w ○

平成２３年度　岐阜県インドア記録会（２）　　　　　（午前） 18w ○

平成２３年度　岐阜県室内オープン大会（１）　　　（午後） 18w ○

平成２３年度　岐阜県インドア記録会（３）　　　　　（午前） 18w ○

平成２３年度　岐阜県室内オープン大会（２）　　　（午後） 18w ○

平成２３年度　岐阜県インドア記録会（４）　　　　　　（午前） 18w ○

平成２３年度　岐阜県室内アーチェリーin関　　　　　（午後） 18w ○

3 25（日） 平成２３年度　岐阜県FITA記録会（５） FR/50・30 関・中池 ○ ○

関・わかくさ

三重
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4（日）

20（日） 関・わかくさ

月 日 事業名

2011/4/1 ～ 2012/3/31

平成２３年度岐阜県アーチェリー協会事業計画（競技会・研修他）
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6（日）

○
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会場

高山・中山Ｇ

種目

○

FR/他 高山・高山西 ○

2011/4/30(NO.1)
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12（日） 関・わかくさ

土岐

3（土）

（第31回東海ブロック国体・・・ミニ国） 70



4月29日（金） ・国体強化合宿（Ⅰ）（県高校強化選手） 22年度　県高校強化指定選手

～5月1日（日） ・ターゲットエイジ強化合宿① 23年度　ターゲットエイジ強化選手

・トップコーチ事業 コーチ招聘

7月22日（金） ・国体強化合宿（Ⅱ）・少年男女国体選手強化合宿①　 23年度　少年男女ミニ国出場選手

～7月27日（水） ・ターゲットエイジ強化合宿② （新）ターゲットエイジ強化選手

・トップコーチ事業 コーチ招聘

7月30日（土） ・県高校合同強化練習会 県内高校生（中学生も可）

～8月1日（月） ・国体強化合宿（Ⅲ）・少年男女国体選手強化合宿② 23年度　成年・少年男女

・成年男女国体選手強化合宿① 　　　　ミニ国出場選手

7月31日（日） ・国体強化記録会 FR/CS 　県協会員OPEN

8月6日（土）

～7日（日）

8月13日（土）

～14日（日）

8月15日（月 ・国体強化事業（Ⅴ－２）・少年男女国体選手強化合宿③ 23年度　成年男女ミニ国出場選手

～18日（木） ・ターゲットエイジ強化合宿③ （新）ターゲットエイジ強化選手

8月20日（土）

～21日（日）

・ターゲットエイジ強化練習 （新）ターゲットエイジ強化選手

・本国体出場種別強化練習 本国体出場種別選手

10月７日（金 山口

～9日（日）

12月24日（土） ・国体強化合宿（Ⅵ）・ターゲットエイジ強化合宿④ （新）ターゲットエイジ強化選手 日本ガイシ

～28日（水） ・トップコーチ事業 コーチ招聘 ＡＲ

・東海ブロック国体（ミニ国） 三重

・山口国体（視察団・審判員派遣）

10月2日（日） 関・中池

・国体強化事業（Ⅳ）・成年男女国体選手強化合宿②　 23年度　成年男女ミニ国出場選手 高山・西高Ｒ

・国体強化事業（Ⅴ－１）・成年男女国体選手強化合宿③　 23年度　成年男女ミニ国出場選手

長野　白馬

関・中池

高山・西高Ｒ

全国

平成23年度岐阜県アーチェリー協会事業計画（国体強化関係）

月　日 事業名 対象

高山・西高Ｇ

会場

長野　白馬


