
平　成　２４　年　度　事　業　計　画

本　会　事　業　関　係 会　議　関　係 関　連　事　業　関　係
期　　日 事　　　業　　　名 場　　所 期　　日 会　　議　　名 期　　日 事　　　業　　　名 担当 場所

月 日　自　至 都道府県 市町村 月 日 月 日　自　至
4 6日(金)－8日(日) 【１ 】 G3+ 平成24年度全国春季ピストル射撃競技大会 埼玉県 朝霞市 4 4 7日(土)-8日(日) 《G3+》関西ｵｰﾌﾟﾝﾗｲﾌﾙ射撃選手権大会 滋賀 大阪府能勢町

7日(土)－8日(日) 【２ 】 G1 平成24年度全日本選抜ライフル射撃競技大会（50ｍライフル） 静岡県 藤枝市 17日(火) ISSF総会 　　　　　　　　　　　　　
27日(金)－30日(月) 【３ 】 G3+ 平成24年度春季ライフル＆ピストル射撃競技･広島大会 広島県 安芸太田町 －18日(水) 17日(火)-29日(日) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾛﾝﾄﾞﾝ大会 ｲｷﾞﾘｽ ﾛﾝﾄﾞﾝ
28日(土)－29日(日) 【４ 】 G2 平成24年度第12回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会 岐阜県 岐阜市 5 14日(月)-21日(月) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾐﾗﾉ大会 ｲﾀﾘｱ ミラノ

5 27日(日) 【５ 】 G3 平成24年度春季ピストル射撃競技・秋田大会 秋田県 由利本荘市 26日(木) 推薦委員会 21日(月)-28日(月) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾐｭﾝﾍﾝ大会 ドイツ ﾐｭﾝﾍﾝ
6 2日(土)－3日(日) 【６ 】 G3 平成24年度第17回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 愛知県 豊田市 5

3日(日) 【７ 】 G3+ 平成24年度第12回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 広島県 安芸太田町 第1回　委員長会議 6 11日(月)-17日(日) 国際ジュニア競技会 ドイツ ズール
9日(土)～17日(日) 【８ 】 G3,G4 平成24年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国 16日(土)-25日(月) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ北京大会 中国 北京
15日(金)－17日(日) 【９ 】 G3+ 平成24年度第36回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 北海道 七飯町 26日(土) 第1回　理事会 7
30日(土)－7/1(日) 【10】 G1 平成24年度第42回東日本ライフル射撃競技選手権大会 千葉県 千葉市 第1回　総会
30日(土)－7/1(日) 【11】 G1 平成24年度第42回西日本ライフル射撃競技選手権大会 大阪府 能勢町 31日(木) 推薦委員会 27日(金)-8月6日(月) 第30回オリンピック競技大会 ｲｷﾞﾘｽ ﾛﾝﾄﾞﾝ

7 6日(金)－8日(日) 【12】 G3+ 平成24年度全国夏季ピストル射撃競技大会 埼玉県 朝霞市 6 28日(木) 推薦委員会
7日(土)－8日(日) 【13】 G2 第8回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 大阪府 能勢町 7 8 未定 安齋實・朴鐘圭杯 韓国 未定

　兼 世界大学射撃選手権大会派遣選手選考会 19日(木) 推薦委員会 　日韓学生射撃競技大会
13日(金)－16日(月) 【14】 G2 平成24年度第28回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会（50m･10ｍSの部） 静岡県 藤枝市 22日(日) 第2回　理事会
13日(金)－16日(月) 【15】 G3+ 平成24年度夏季ライフル＆ピストル射撃競技･広島大会 広島県 安芸太田町 18日(土)-19(日) 第67回国体東北･北海道ﾌﾞﾛｯｸ 秋田 由利本荘市

14日(土)－15日(日) 【16】 G2 平成24年度第10回全日本デジタルスポーツ・シューティング選手権大会 東京都 目黒区 　兼 第39回東北総合体育大会
15日(日)－16日(月) 【17】 G1 平成24年度第39回全日本ビームライフル射撃競技選手権大会 栃木県 大田原市 18日(土)-19(日) 第67回国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ　 和歌山 海南市･和歌山市

19日(木)－22日(日) 【18】 G1 平成24年度第38回全日本ライフル射撃競技選手権大会（300m） 埼玉県 長瀞町 8 4日(土) ﾋﾟｽﾄﾙ指導者講習会 18日(土)-19(日) 第67回国体四国ﾌﾞﾛｯｸ 香川 徳島県徳島市

28日(土)－31日(火) 【19】 G2 平成24年度第50回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 広島県 安芸太田町 －5日(日) （東京）予定 　兼 四国選手権大会
29日(日) 【20】 G2 平成24年度マスターズ・ジャパン・カップ 静岡県 藤枝市 18日(土)-19(日) 第67回国体九州ﾌﾞﾛｯｸ 沖縄 南城市

8 第2回　委員長会議 　兼 九州選手権大会
9 7日(金)－9日(日) 【21】 G2 平成24年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 埼玉県 長瀞町 30日(木) 推薦委員会 19日(日) 第67回国体東海ﾌﾞﾛｯｸ 愛知 豊田市

兼　第68回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 　兼 東海選手権大会
8日(土)－9日(日) 【22】 G2 平成24年度全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 東京都 江東区 19日(日) 第67回国体中国ﾌﾞﾛｯｸ 広島 安芸太田町

兼　第68回国体ライフル射撃（CP）競技リハーサル大会 9 　兼 中国選手権大会
14日(金)－17日(月) 【23】 G3+ 平成24年度秋季ライフル＆ピストル射撃競技･広島大会 広島県 安芸太田町 25日(土)-26日(日) 第67回国体関東ﾌﾞﾛｯｸ　 東京 埼玉県長瀞町

15日(土)－16日(日) 【24】 G2 平成24年度第16回全日本マスターズライフル射撃選手権大会（50m・10m） 静岡県 藤枝市 22日(土) 第3回　理事会 　兼 全関東選手権大会
15日(土)～23日(日) 【25】 G3,G4 平成24年度秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国 25日(土)-26日(日) 第33回北信越国民体育大会 福井 福井市
21日(金)－23日(日) 【26】 G2 平成24年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ兼第23回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会 埼玉県 伊奈町 　　（第67回国体北信越ﾌﾞﾛｯｸ）
30日(日)－10/3(水) 【27】 G1 第67回国民体育大会ライフル射撃競技 岐阜県 白川町･関市 27日(木) 推薦委員会 　兼 北信越選手権大会

10 1日(月)～11/30(金) 【28】 G4 平成24年度第42回ライフル射撃中学・高校通信競技会 全国
6日(土)－7日(日) 【29】 G2 平成24年度全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会（300m） 埼玉県 長瀞町 10
11日(木)－14日(日) 【30】 G2 第59回全日本学生ライフル射撃選手権大会 埼玉県 長瀞町

　兼　第25回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 25日(木) 推薦委員会 9 4日(火)-9日(日) 世界大学選手権大会 ロシア カザン
11日(木)－15日(月) 【31】 G1 平成24年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍ・25ｍピストル） 広島県 安芸太田町

　兼　全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ピストル） 11
13日(土)－14日(日) 【32】 G2 平成24年度第17回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会（300m）　 埼玉県 長瀞町 10
19日(金)－21日(日) 【33】 G3+ 平成２５年ナショナルチーム選手選考会（ライフル） 新潟県 胎内市 17日(土) 第4回　理事会
20日(土)－21日(日) 【34】 G2 日本スポーツマスターズ2012　高知大会 高知県 春野町 21日(水) 公認コーチ講習会

25日（木)－28日(日) 【35】 G1 平成24年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍライフル） 埼玉県 長瀞町 　 －25日(日) 11 17日(土)-18日(日) 2012年第11回 静岡 藤枝市
　兼　全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ライフル） 22日(木) 推薦委員会 ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞﾗｲﾌﾙ射撃大会

26日(金)－28日(日) 【36】 G2 平成24年度第25回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 鹿児島県 鹿児島市
11 2日(金)－4日(日) 【37】 G3+ 平成24年度全国秋季ピストル射撃競技大会 埼玉県 朝霞市 12 13日(木) 推薦委員会

23日(金)－25日(日) 【38】 G3 平成24年度第31回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会（50m･10ｍSの部） 静岡県 藤枝市 12
23日(金)－25日(日) 【39】 G2 平成24年度第21回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会（10mP60の部） 静岡県 藤枝市 1 ﾋﾟｽﾄﾙ指導者講習会

24日(土）-25日(日) 【40】 G2 平成24年度第35回全日本前装銃射撃競技選手権大会 和歌山県 海南市 第3回　委員長会議 16日(水)－22日(火) アジアエアガン大会 ｶﾀｰﾙ ドーハ

25日(日) 【41】 G3 平成24年度西日本秋季ＡP・HR射撃競技大会 岡山県 岡山市 1
12 8日(土)～16日(日) 【42】 G3,G4 平成24年度冬季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国 31日(木) 推薦委員会
1 27日(日) 【43】 G3 平成24年度東日本冬季ＡＰ・ＦＰ・ＨＲ射撃競技大会 宮城県 石巻市 2
2 2
3 1日(金)－3日(日) 【44】 G3+ 平成24年度全国冬季ピストル射撃競技大会 埼玉県 朝霞市 23日(土) 第5回　理事会

9日(土)－10日(日) 【45】 G1 平成24年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（10ｍAP/AR） 大阪府 能勢町 第2回　総会
9日(土)～17日(日) 【46】 G3,G4 平成24年度春季デジタルスポーツ・シューティング大会兼全国競技会 全国 24日(日) 審判講習会 3
17日(日) 【47】 G3 平成24年度西日本春季ＡP・HR射撃競技大会 岡山県 岡山市 28日(木) 推薦委員会
25日(月)－26日(火) 【48】 G2 平成24年度第32回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 大分県 由布市 3 28日(木) 推薦委員会

* 12月8日－9日 【49】 G3,G3+ 平成24年度第12回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H25.1月12日－13日 【49】 G3,G3+ 平成24年度第12回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国 ※G3+は、G2相当の大会として認める。
H25.2月2日－3日 【49】 G3,G3+ 平成24年度第12回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H25.3月16日－17日 【50】 G3,G3+ 平成24年度第7回冬季50ｍライフル・ランクリスト競技会 全国

 ※ブロック大会はG3。規模により G3+も可

 ※競技会の規模により  G3+



１ 《G3+》

１． 平成２４年度全国春季ピストル射撃競技大会

２． 社団法人日本ライフル射撃協会

３． 平成２４年４月６日（金）～８日（日）

４． 埼玉県朝霞オリンピック射撃場

５．

役員集合

８：３０

８：３０

８：３０

※ファイナル競技は実施しない。

６．

(2)10mAP60Mは男子に限る。

７． ＡＰ４号的（１圏的１発撃ち込み） ＦＰ的（１圏的５発撃ち込み）

８．

９．

RFPM以外　　　４位～８位　　賞状

RFPM　　　　　４位～６位　　賞状

※参加人数が１０名に満たない種目については３位までとし、６名に満たない種目は、

表彰を行わないこともある。

10．

とする。

＊参加料を変更する場合もある。

11． (1)各加盟団体で取り纏め３月２３日（金）までに必着で申し込むこと。

(2)10mAP60Mについて、射群希望がある場合は、希望射群を記入すること。

　（その際試合日に気を付けて下さい。1射群は2日目、2～3射群は3日目です。）

　※なお、参加希望が使用可能射座数を超えた場合、調整させて頂きます。

(3)申込みは、参加料を添えた所定様式によること。

(4)参加申込み締め切り後の変更、返金は認めない。

(5)参加申込み先

　　　〒150-8050　東京都渋谷区神南１－１－１　岸記念体育会館内

　　　（社）日本ライフル射撃協会事務局　　〔Tel:03-3481-2389〕　

12． 各自手配のこと

13． (1)銃器・弾薬は各自の責任において携行すること。

(2)銃砲所持許可証、火薬類譲渡許可証、日ラ会員証、射手手帳を携行すること。

　 省庁銃に関しては、所属長の発行する携行証明書を持参すること。

14． 大会委員長　　 岸髙　清

ﾃｸﾆｶﾙ･ﾃﾞﾚｹﾞｰﾄ 森田　益行

15． 各加盟団体の責任者は、本要項を協会員に周知徹底させること。

　９：３０～

競 技 規 則

５,５００円

ＲＦＰＭ

６,０００円

７,０００円

10mAP40W

10mAP60M

10mAP60M（2,3射群）

表 彰

使 用 標 的

参 加 料

が当該種目に参加する場合は無料

大会責任者

＊日本記録保持者(ﾌｧｲﾅﾙを含む)７,０００円

　９：３０～

50mPistol60M

(1)ライフル射撃競技規則　最新版による。

日本ライフル射撃協会の会員であること。

各種目とも　　１位～３位　　メダル、賞状

25mPistol60W

１１：１５～

　９：３０～

そ の 他

宿泊 ･昼食

銃器 ･弾薬

参 加 申 込

９,０００円

４月８日
（日）

参 加 資 格

25mPistol60W

競技時間

　９：３０～

　９：３０～10mAP40W

平成２４年度
全国春季ピストル射撃競技大会

大 会 名

主 催

４月７日
（土）

期 日

会 場

ＲＦＰ

50mPistol60M

競技日程･種目

日程

４月６日(金)

競技種目

10mAP60M（1射群）



２ 《G1》

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

競技種目 参加人数

50m3×40M ２４名以内

50m3×20W ２４名以内

50mP60M ２４名以内

50m3×40M ２４名以内

50m3×20W ２４名以内

50mP60M ２４名以内

50m3×40M final

50m3×20W final

50mP60M　 final

＊競技開始時間は、前の射群の終了時間によって繰り上がることがあるので、注意。

10． 個人戦　 各種目とも２日間のうちに本戦２回及びﾌｧｲﾅﾙを1回実施します。

　　　　 大会順位は、２回の合計点数（ﾌｧｲﾅﾙも含める）により決定します。

         同点の場合は同順位とする。各種目とも２回の参加を原則とし、

         欠席した回についてはその回の記録を０点とします。

　　　　 ＊ファイナル進出者決定は２日間の合計点で行い、シュートオフは実施しない。

　　　　　 同点の場合の進出者決定は２日間のセンター数合計で行う。

　　　　　 センター数合計も同数の場合は、２日目の得点の高い方を上位とする。

11．

12． ５０ｍ種目 電子標的（SIUS社製）

13． （１）日本ライフル射撃協会の会員であること。

（２）参加申込者が競技予定人数を超えた場合は、次の①から優先して出場者を決定する。

　　①　２０１２年度ナショナルチーム員

　　②　平成２３年度全日本ライフル射撃競技選手権大会当該種目本選出場者

　　③　３段以上の段級位を持つもの。

        ただし、３段以上の段級位を持つ者だけで競技予定人数を超える場合は、日ラの

　　　  平成２４年１月末締めのランキング上位者を優先して出場者を決定する。

（３）参加申込数が３名未満の場合はその種目の競技を実施しません。

14． (1)参加申込数が競技予定人員を越えた場合、調整することがあります。

(2)参加申込数が３名未満の場合はその種目の競技を実施しません。

主 催 社団法人日本ライフル射撃協会

主 管 静岡県ライフル射撃協会

平成２４年度
全日本選抜ライフル射撃競技大会(５０ｍライフル）

大 会 名 平成２４年度全日本選抜ライフル射撃競技大会（５０ｍライフル）

12:50～15:05

後 援

期 日 平成２４年４月０７日(土)～平成２４年４月０８日(日)

会 場 静岡県瀬戸谷屋内競技場「スポーツ・パル高根の郷」

〒426-0131　静岡県藤枝市瀬戸ノ谷10258　TEL 054-631-1100

開 会 式 実施しない

閉 会 式 平成２４年４月０８日(日）２０:１０予定

競技日程･種目

日程 競技時間

競 技 方 法

使 用 標 的

競 技 規 則 ライフル射撃競技規則　最新版による。

参 加 資 格

参 加 制 限

15:35～16:50

４月０８日
(日)

 8:30～11:50

12:20～14:35

15:05～16:20

16:50～17:20

17:50～18:20

18:50～19:20

４月０７日
(土)

 9:00～12:20



15． 個　人　１位～３位　賞状・賞品

　　　　４位～６位　賞状

※２回目の競技終了日に、種目別表彰を行います。

　但し、参加選手が１０名に満たない種目については、３位までの表彰とします。

16. 　５０ｍ３×４０Ｍ

　５０ｍ３×２０Ｗ

　５０ｍＰ６０Ｍ 　　参加料は無料とする。

17． 参加資格を有するものは、往復はがきにて①参加種目、②参加資格、③平成２３年度

全日本選手権当該種目の順位および得点、④所属、⑤日ラ会員ＩＤ番号を記入し、

返信用宛先を記入し、３月１６日(金)必着で下記送付先に郵送のこと。

申込者の参加の可否、および参加料の納入については、３月３１日（土）までに

各申込者に通知します。なお１回のみのエントリーは認めません。

申込先：〒417-0051　静岡県富士市吉原1-1-20　武嶋　茂　方

　　　　　　　　　　　静岡県ライフル射撃協会　(TEL/FAX 0545-52-3124)

参加決定後の参加料送付先：

           現金書留の場合　上記 静岡県ライフル射撃協会宛　

　　　　　 振込みの場合　　静岡銀行　吉原支店　普通　０７３３４２８

　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県ライフル射撃協会　武嶋　茂

18． 各自負担、手配をお願いします。

19． 各自負担、銃砲所持許可証、火薬譲受け許可証、日ラ会員証・射手手帳は

必ず持参すること。また、運搬・携帯・保管には、特に留意すること。

20. 特にありません。４月６日は各自練習可能です。

　　射場受付にて各自申込みをお願いします。　

21. 大会委員長　　 安間　英雄　（静岡県ライフル射撃協会会長）

ﾃｸﾆｶﾙ･ﾃﾞﾚｹﾞｰﾄ 佐々木　司

組織委員会委員長 山口　一夫　（静岡県ライフル射撃協会理事長）

　　〃　　事務局長 武嶋　　茂　（静岡県ライフル射撃協会）

22． (1)加盟団体の責任者は本要項を参加者に周知徹底してください。

(2)参加者は健康保険証を持参してください。

表 彰

参 加 料 １３,０００円 　※当該種目（ﾌｧｲﾅﾙ込み）の

参 加 申 込

８,０００円 　　日本記録保持者については

８,０００円

　　　　　　　　　　　　　　　（１種目２回分として）

宿泊 ･昼食

大会責任者

そ の 他

銃器 ･弾薬

公 式 練 習



３ 《G3+》

１． 平成２４年度春季ライフル＆ピストル射撃競技・広島大会

２． （社）日本ライフル射撃協会

３． 広島県ライフル射撃協会

４． 平成２４年４月２７日（金）～４月３０日（月）

５． つつがライフル射撃場

〒７３１－３７０１　広島県山県郡安芸太田町上筒賀猪俣山９１９

ＴＥＬ　０８２６－３２－２２４９　（土・日・祝日）

６． 行わない。

７． 平成２４年４月３０日（月）　１４：３０

８．

競技種目 人数制限

５０ｍＰ６０Ｍ

１０ｍＡＲＳ４０Ｗ

１０ｍＡＲＳ４０Ｗｆ ファイナル射場出頭時刻　11:30

２５ｍＰ６０Ｗ ８名

２５ｍＳＰ６０Ｍ ８名

５０ｍＲＰ６０ＭＷ

５０ｍＲＰ６０ＭＷｆ ファイナル射場出頭時刻　11:30

５０ｍＲ３×２０Ｗ

１０ｍＡＰ４０Ｗ

１０ｍＡＲＳ６０Ｍ

２５ｍＲＦＰ６０Ｍ ６名

２５ｍＣＰ６０Ｍ ８名

５０ｍＲ３×４０Ｍ

１０ｍＡＰ６０Ｍ

１０ｍＡＰ６０Ｍｆ ファイナル射場出頭時刻　13:00

※１．参加人数等により競技開始時刻は変更する場合がある。

９． 個人戦 各競技得点

(１０ｍＡＲＳ４０Ｗ、５０ｍＲＰ６０ＭＷ、１０ｍＡＰ６０Ｍではファイナルを行う。)

10．

11． ５０ｍ種目　　電子標的（SIUS社製）

２５ｍ種目　　電子標的（SIUS社製）

１０ｍ種目　　電子標的（SIUS社製）

12．

13． ＣＰＭ、ＳＰＭ、ＰＷは８名まで、ＲＦＰＭは６名までの先着順とする。

14．

　　　　４位～６位　　賞状

ただし、参加選手数が１０名に満たない種目については３位までの表彰とする場合がある。

参 加 資 格 日本ライフル射撃協会の会員であること。

参 加 制 限

表 彰 個人　　１位～３位　　賞状・賞品

競 技 方 法

競 技 規 則 ライフル射撃競技規則　最新版による。

使 用 標 的

13:00～14:30

４月３０日
(月)

 9:30～12:50

10:00～11:45

13:30～14:00

４月２９日
(日)

09:30～10:45

12:00～12:30

13:00～14:45

 9:30～10:45

 9:30～12:20

４月２８日
(土)

09:30～11:30

09:30～10:45

12:00～12:30

10:00～11:30

13:00～14:00

13:00～14:45

閉 会 式

日程 競技時間

４月２７日
（金）

公式練習日 9:00～15:30

主 管

期 日

競技日程･種目

平成２４年度
春季ライフル＆ピストル射撃競技・広島大会

大 会 名

主 催

会 場

開 会 式



15．

16． （１）各加盟団体でとりまとめ、平成２４年４月１３日（金）までに必着するよう

　　　申し込むこと。

（２）申込は、別紙申込書に参加料を添えて現金書留にて郵送すること。

（３）参加申込書送付先

　　　広島県ライフル射撃協会

　　　〒731-3701　広島県山県郡安芸太田町上筒賀２７７－１　平井宏治方

ＦＡＸ　０８２６－３２－７７８８

17． （１）宿泊は各自手配のこと。

（２）昼食弁当は参加申込書に記入の上、料金を添えて申し込むこと。

　　　（弁当：６００円）

18． （１）銃器・弾薬については各自携行のこと、運搬・携帯・保管については、特に

　　　留意すること。

（２）銃砲所持許可書、火薬譲受許可書、日ラ会員証、射手手帳を携行すること。

　　　省庁銃に関しては、所持許可証のかわりに所属長の発行する携帯証明書を

　　　持参すること。

19． 平成２４年４月２７日（金） ９：００～１５：３０

20． ﾃｸﾆｶﾙ･ﾃﾞﾚｹﾞｰﾄ 永井康雄

21． （１）各加盟団体の責任者は本要項を参加者に周知徹底すること。

（２）参加者は健康保険証を持参すること。

（３）射座割、成績表については広島県ライフル射撃協会のＨＰに掲載する。

（http://www1.ocn.ne.jp/~hra）

（４）大会の映像を公開する事もあるので、参加選手はその事を承知しておくこと。

２５ｍＣＰ６０Ｍ

２,５００円

３,０００円

１０ｍＡＲＳ６０Ｍ ３,０００円

１０ｍＡＲＳ４０Ｗ ２,５００円

２５ｍＳＰ６０Ｍ

３,０００円

２５ｍＲＦＰ６０Ｍ ３,０００円

２５ｍＰ６０Ｗ ３,０００円

参 加 申 込

そ の 他

銃器 ･弾薬

大会責任者

公 式 練 習

宿泊 ･昼食

５０ｍＲ３×２０Ｗ

※上記種目の日本記録保持者が当該種目に参加する場合は無料とする。

１０ｍＡＰ６０Ｍ ３,０００円

１０ｍＡＰ４０Ｗ

３,０００円

５０ｍＲＰ６０ＭＷ ３,０００円

５０ｍＰ６０Ｍ ３,０００円

参 加 料 ５０ｍＲ３×４０Ｍ ４,０００円



４ 《G2》

１． 第１２回全日本 ジュニアビームライフル射撃競技大会

２． 社団法人  日本ライフル射撃協会

３． 岐阜県ライフル射撃協会・岐阜市ライフル射撃協会

４． ぎふスポーツフェア２０１２実行委員会・岐阜県・岐阜県教育委員会・(財)岐阜県体育協会

(財)岐阜観光コンベンション協会・岐阜市・岐阜市教育委員会・岐阜市体育協会

　岐阜県高等学校体育連盟

５． 平成２４年４月２８日（土）～４月２９日（日）　　　

６． 岐阜メモリアルセンター　‘で愛ドーム’      

岐阜市長良福光大野 2675-28  ℡.058-233-8822           

７． 平成２４年４月２９日（日）　  7:40  ～    8:00  

８． 平成２４年４月２９日（日）　 17:00  ～　 17:30 

９． 日程

４月２９日(日)

４月２９日(日)

４月２９日(日)

４月２９日(日)

10． ①高等学校対抗（団体）は各校男女別各３名でチームを編成する。

　連携校選手による混成は認めない。

②高等学校団体戦順位の決定は、各校男女別各３名チームの本選得点の合計による。

③中学校対抗（団体）は各校男女別各２名でチームを編成する。

　チーム編成は各校またはクラブチーム単位の混成メンバーによるチーム編成を認める。

④中学校団体戦順位の決定は、各校男女別各２名チームの本選得点の合計による。

⑤個人戦男女とも本選競技得点の上位８名でファイナル競技を行う。

⑥本戦は整数表示・ファイナルは小数点表示により競技を行う。

11．

12． （社）日本ライフル射撃協会検定済みの標的並びに点数表示装置(新型ＢＲ機器採用）

13． ①平成２４年４月２日現在で満１２歳以上２１才未満の者

②所属する学校又は各県ライフル射撃協会の推薦を受けた者。

③各所属する県内外公式大会において、立射競技（ＡＲ・ＢＲ）１級以上の成績を

  記録したことがあり１級以上を受験する者。

　または中学生など公式大会への参加記録がない者でも上記に同等とみなされる者｡

④統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。

14． 参加者数が２００名を超えた場合、前項の参加資格があっても各校に連絡の上、調整をする

場合がある。　ただし、その場合には参加料を返却する。

※なお、共用の銃･ジャケット等で射群調整が不可能な場合は参加を制限させていただく

　場合がある。

15． 高等学校の部

 ①団体　男女とも　１位～３位 　　　賞状、賞品、メダル授与

 ②個人  男女とも  １位～３位  賞状、賞品授与     

          〃       ４位～８位  賞状、授与

  ③団体男女とも１位校については持ち回りの優勝旗を授与

中学校の部

 ①団体　男女とも　１位～３位 　　　賞状、賞品、メダル授与

 ②個人  男女とも  １位～３位  賞状、賞品授与     

          〃       ４位～８位  賞状、授与

 ③団体男女とも６チームに満たない種目については１位のみ表彰

 ④個人男女とも１０名に満たない種目については３位まで表彰

 ⑤団体男女とも優勝校については持ち回りの菊池杯を授与

  ※表彰者は表彰授与時届け出なく不在の場合は、表彰状・賞品は没収とし原則として本人宛に配送はしない。

競 技 規 則

参 加 制 限

表 彰

ライフル射撃競技規則　最新版による。

平成２４年度
第１２回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会

大 会 名

主 催

主 管

後 援

参 加 資 格

使 用 標 的

開 会 式

閉 会 式

競 技 方 法

競技日程･種目

期 日

会 場

Ｆ･ＢＲＢＳ１０JM

ＢＲＢＳ６０JM

14:30 ～ 15:00

15:15 ～ 15:45

ＢＲＢＳ４０JW

Ｆ･ＢＲＢＳ１０JW

競技種目

 8:30 ～ 14:15

 8:30 ～ 14:15

競技時間



16． 個人男女とも　　　　１人

高等学校団体男女とも１チーム

中学校団体男女とも１チーム

※参加料等の支払いは当日会場受付にて納入のこと。

17． ①各学校・協会で取り纏め２４年３月１８日必着で申し込むこと。

  なお、Ｅメール以外では受付をしない。

②下記のＥメールアドレスにアクセスし、参加の意思表示をしていただいた方に返信メール

  にて参加申し込み書を添付し、返信いたしますので記入例に従い入力し、

  締め切り期日までに所定様式で参加申し込みをすること。

  Ｅメールアドレス　　p87575@gifu-net.ed.jp

③プログラム作成の都合上、締め切り後の変更は認めない。

④銃や用具の共用などで射座割順などに要望のあるものは、その旨を参加申込書に記入する

  こと。

⑤選手の銃･装備を兼用する場合は、同一射群とならないようにＡとＣ・ＢとＤが共用する

　等を明記すること。

⑦ワンタイムオンリー用具検査希望者は、参加申込書にその旨を記載すること。

  ※　お問い合わせは下記へ

　〒 501-3217　岐阜県関市下有知松ケ洞６１９１－３　　岐阜県立関有知高等学校

              「全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会」　担当事務局　肥田千昭

               ＴＥＬ　０５７５－２３－１６７５

18． 各自手配、各自負担とする。

①昼食( 800円)　 希望者は参加申込書に記入すること。

②宿泊は各自手配。なお、希望者は下記の施設を斡旋しますので、参加申込書に併せて記入

　すること。

長良川スポーツプラザ

　〒508-0817 岐阜市長良福光青襖 2070-7　　TEL..058-295-6300 / FAX. 058-295-6301

　※ツイン部屋７室と和室のみでシングル部屋はありません。

　　先着申し込み順、優先とします。

（高校生　   １泊２食  4,000円～） （一  般     １泊２食  5,000円～）

※ツイン･２名相部屋　１泊２食6,500円

19． 銃器は各自持参のこと。なお、日ラ会員証･射手手帳および競技用具を忘れずに持参のこと。

20． 平成２４年４月２８日（土）　 13:00  ～　 17:00  

大会会場にて順次受付後公式練習開始

21． 競技委員長　　 鷲見勝彦

総　務 肥田千昭　・栗本浩一　・太田宗吉

22． ①役員の集合時間　　　平成２４年４月２８日（土）　15:30

②参加各校は代表者を決め、４月２８日（土）16:30から行う代表者会議に出席すること。

③代表者会議の会場は岐阜メモリアルセンター『で愛ドーム』

④大会プログラムは代表者会議の会場にて参加受付時に配布予定。

23. ①加盟各団体の責任者は、本要項を参加者に周知徹底を図ること。

②各自ゼッケン（Ｂ５版、学校名、氏名を記入）を用意のこと。

③バッテリーについては各校（各自）で手配したバッテリーを使用する。

④参加者は必ず健康保険証を持参すること。

⑤体育館用上靴を持参すること。

⑥競技会を円滑に進行するため２射群以降については前射群終了次第、次射群を実施する。

⑦用具・服装検査は４月２８日(土)は13:00～、２９日(日)は8:00から会場にて行います。

⑧競技役員の指示に従い危害予防および競技運営にご協力ください。

⑨参加選手は財団法人スポーツ安全協会等の傷害保険に加入することが望ましい。

⑩競技大会の結果については大会終了後岐阜県ライフル射撃協会のホームページに掲載。

３，０００　円

６，０００　円

参 加 料

大会責任者

参 加 申 込

そ の 他

宿泊 ･昼食

公 式 練 習

代表者会議

銃器 ･弾薬

２，５００　円



５ 《G3》

１． 平成２４年度春季ピストル射撃競技・秋田大会

２． 社団法人日本ライフル射撃協会

３． 秋田県ライフル射撃協会

４． 平成２４年５月２７日（日）

５． 秋田県立総合射撃場

秋田県由利本荘市岩城町道川字新田沢４３（Tel 0184-73-3900）

６． 平成２４年５月２７日（日）　　９：００～

７． 平成２４年５月２７日（日）　１４：３０～

８． 日程

１射群

２射群

１射群

１射群

１射群

２射群

３射群

※　ファイナル競技は実施しない。

９．

10． ＡＰ・ＨＲ標的 ＡＰ４号Ｇ標的（２発撃ち込み）

ＢＰＤＳ機材 ＢＰ(デジタル)公認標的装置を使用する。ただし銃器にあっては

個人所有機材の使用も認める。

11． 日本ライフル射撃協会の会員で、各県ライフル射撃協会会長・連盟長の推薦するもの。

12． 参加申込者数により、日程を調整することがある。

この場合、事前に調整し、申込み各団体に対して変更を通知する。

13． 個　人　１位～３位　賞状・メダル

　　　　４位～６位　賞状

全競技終了後に全種目の表彰を行う。但し、参加選手が６名以下の種目については

３位までの表彰とし、３名以下の種目については１位のみの表彰とする。

14． ＡＰ６０Ｍ

ＡＰ４０Ｗ

ＨＲ４０

ＢＰＤＳ４０Ｍ・Ｗ ジュニア種目の参加料は１，０００円とする。

15． (1)各加盟団体でとりまとめ、平成２４年５月１１日（金）まで必着で申し込むこと。

(2)申込みは所定の様式により、参加料振込み明細の写しを同封の上郵送するか、または

　Ｅ－ｍａｉｌで申し込むこと。

(3)参加申込書送付先

　〒011-0904　 秋田県秋田市寺内蛭根二丁目２－２６

　 　　　　　　秋田県ライフル射撃協会　事務局　髙橋耕治　宛

       Tel・Fax　018-888-2015 e-mail　himawari1021@hotmail.com

(4)参加料は下記口座宛の振込みとし、現金書留による郵送、現地での現金支払いは認め

　 ない。

ゆうちょ銀行

秋田県ライフル射撃協会

ニニ九店（２２９）
当座

０１２５００８

ライフル射撃競技規則　最新版による。

開 会 式

閉 会 式

競 技 規 則

参 加 資 格

競技日程･種目

参 加 制 限

標的及び機材

表 彰

主 管

期 日

会 場

参 加 料

参 加 申 込

平成２４年度
春季ピストル射撃競技・秋田大会

大 会 名

主 催

種目 競技時間

５月２７日
(日)

ＡＰ６０Ｍ
　９：３０～１１：１５

１１：４０～１３：２５

ＡＰ４０Ｗ 　９：３０～１０：４５

ＨＲ４０ 　９：３０～１０：４５

ＢＰＤＳ
４０Ｍ　・　４０Ｗ
４０ＪＭ・４０ＪＷ

　９：３０～１０：２０

１１：４０～１２：３０
１２：５０～１３：４０

４,５００円

４,０００円

４,０００円

２,０００円

口座番号

記号番号 ０２２００－９－１２５００８

　　　他行等から振り
　　　込む場合

店名店番
預金種目



16． 各自手配

17． 各自携行、銃砲所持許可証、日ラ会員証・射手手帳は必ず持参すること。

また、運搬・携帯・保管には、特に留意すること。

なお、省庁装備銃は、所属長の発行する携行証明書を持参すること。

18． なし（練習希望者は、練習当日直接射撃場に申し出ること）

19． 競技委員長　　 渋谷　　志大会責任者

公 式 練 習

宿泊・昼食

銃器 ･弾薬
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