
平　成　２８　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 17日(日) 【１】 G3+ 春季ピストル射撃競技　千葉大会 千葉県 千葉市 4 27日(水) 第一回委員長会議 4 3/1日(火)-3/9日(水) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾞﾝｺｸ大会 タイ ﾊﾞﾝｺｸ

23日(土)-24日(日) 【２】 G1 全日本選抜ライフル射撃競技大会(50mライフル) 大阪府 能勢町 　　 　 13日(水)-25日(月) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾘｵ大会 ブラジル ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ
23日(土)-24日(日) 【３】 G3+ 全国春季ピストル射撃競技大会(10m) 埼玉県 長瀞町 28日(木) 推薦委員会 29日(金)-5/6日(金) ISSFｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ドイツ ｽﾞｰﾙ
28日(木)-5月1日(日) 【４】 G3+ 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 5 5 19日(木)-26日(木) 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

5 6日(金)-8日(日) 【５】 G3+ 平成28年5月ライフルナショナルチーム選考記録会 新潟県 胎内市 7日(土) 第一回理事会
28日(土)-29日(日) 【６】 G2 第16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
28日(土)-29日(日) 【７】 G3+ 第３回　全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会 大阪府 能勢町 26日(木) 推薦委員会
29日(日) 【８】 G3 春季ピストル射撃競技・秋田大会 秋田県 由利本荘市 6 11日(土) 定期総会 6 20日(月)-29日(水) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾞｸｰ大会 ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ ﾊﾞｸｰ
30日(月)-6月12日(日) 【９】 G3+,G3,G4 春季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国

6 5日(日) 【10】 G3+ 第21回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 新潟県 胎内市 30日(木) 推薦委員会
5日(日) 【11】 G3 第１6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 7 7
10日(金)-13日(月) 【12】 G3+ 全国春季ピストル射撃競技大会(50m・25m)　兼　春季ピストルNT選考会(50m・25m) 埼玉県 朝霞市
14日(火)-15日(水) 【13】 G3+ 春季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 埼玉県 長瀞町
18日(土)-19日(日) 【14】 G3+ 第40回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会(150m) 北海道 樺戸郡 23日(土) 第二回理事会
25日(土)-26日(日) 【15】 G2 第46回東日本ライフル射撃競技選手権大会 静岡県 藤枝市 28日(木) 推薦委員会
25日(土)-26日(日) 【16】 G2 第46回西日本ライフル射撃競技選手権大会 広島県 安芸太田町 8 8 5日(金)-21日(日) 第31回オリンピック競技大会 ブラジル ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ

7 2日(土)-3日(日) 【17】 G2 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 大阪府 能勢町 安齋實・朴鐘圭杯 韓国
2日(土)-3日(日) 【18】 G3+ 第15回マスターズ・ジャパン・カップ 静岡県 藤枝市 24日(水) 第二回委員長会議 　　　日韓学生射撃競技大会 韓国
8日(金)-10日(日) 【19】 G3+ 平成28年7月ライフルナショナルチーム選考記録会 埼玉県 長瀞町 25日(木) 推薦委員会 19日(木)-21日(日) 第71回国体東北・北海道ブロック 青森 鯵ヶ沢町
8日(金)-10日(日) 【20】 G3+ 全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 千葉県 千葉市 9 兼　第42回東北総合体育大会
11日(月)-12日(火) 【21】 G3+ 夏季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 埼玉県 長瀞町 20日(土)-21日(日) 第71回国体関東ブロック 山梨 埼玉県(長瀞町)

15日(金)-18日(月) 【22】 G2 第32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 17日(土) 第三回理事会 兼　全関東選手権大会
15日(金)-18日(月) 【23】 G2 第25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 29日(木) 推薦委員会 27日(土)-28日(日) 第37回北信越国民大会 長野 新潟県(胎内市)

15日(金)-18日(月) 【24】 G3+ 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 10 (第71回国体北信越ブロック）兼
16日(土)-18日(月) 【25】 G1 全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストルDP) 宮城県 石巻市 北信越選手権大会
21日(木)-24日(日) 【26】 G1 第42回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) 埼玉県 長瀞町 20日(土)-21日(日) 第71回国体東海ブロック 愛知 下山村
23日(土)-24日(日) 【27】 G3+ 全国夏季ピストル射撃競技大会(10m) 埼玉県 長瀞町 27日(木) 推薦委員会 兼　東海選手権大会

　 28日(木)-31日(日) 【28】 G2 第54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 11 公認コーチ講習会 20日(土)-21日(日) 第71回国体近畿ブロック 京都 大阪府(能勢町)

8 27日(土)-28日(日) 【29】 G3 第4回全日本小学生ライフル射撃競技選手権大会 東京都 北区 20日(土)-21日(日) 第71回国体中国ブロック 岡山 岡山市
9 2日(金)-4日(日) 【30】 G2 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ兼第27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 24日(木) 推薦委員会 兼　中国選手権大会

9日(金)-11日(日) 【31】 G2 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 愛媛県 内子町 12 3日(土) 第四回理事会 20日(土)-21日(日) 第71回国体四国ブロック 香川 愛媛県(内子町)

   兼　第72回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 8日(木) 推薦委員会 兼　四国選手権大会
　 10日(土)-11日(日) 【32】 G2 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 愛媛県 松前町 1 11日(水) 第三回委員長会議 20日(土)-21日(日) 第71回国体九州ブロック 宮崎 熊本県(益城町)

   兼　第72回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会 26日(木) 推薦委員会 兼　九州選手権大会
10日(土)-11日(日) 【33】 G3+ 全日本マスターズライフル射撃選手権大会(300m) 埼玉県 長瀞町 2
12日(月)-25日(日) 【34】 G3+,G3,G4 夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国 9 7日(水)-18日(日) パラリンピック ブラジル ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ
16日(金)-19日(月) 【35】 G3+ 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 23日(木) 推薦委員会 14日(水)-18日(日) 世界大学射撃選手権 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾌﾞｨﾄﾞｺﾞｼｭﾁｭ

16日(金)-18日(日) 【36】 G3 日本スポーツマスターズ2016秋田大会　記念事業ライフル射撃競技大会 秋田県 由利本荘市 25日(土) 第五回理事会 16日(金)-23日(金) ISSFｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ ガバラ

18日(日) 【37】 G3+ 秋季ピストル射撃競技　千葉大会 千葉県 千葉市 26日(日) 審判講習会
23日(金)-25日(日) 【38】 G3+ 平成28年9月ライフルナショナルチーム選考記録会 大阪府 能勢町 　

10 1日(土)-11月30日(水) 【39】 G4 第46回ライフル射撃小学・中学・高校通信競技会 全国 3 30日(木) 推薦委員会 10
2日(日)-5日(水) 【40】 G1 第71回国民体育大会ライフル射撃競技 岩手県 八幡平市/盛岡市

8日(土)-9日(日) 【41】 G2 第21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 11
12日(水)-13日(木) 【42】 G1 全日本ライフル射撃競技選手権大会(センターファイアピストル) 未定
14日(金)-16日(日) 【43】 G1 全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) 千葉県 千葉市
15日(土)-16日(日) 【44】 G3 第2回全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会 新潟県 胎内市 12
15日(土)-16日(日) 【45】 G2 第20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 ※G3+は、G2相当の大会として認める。

20日(木)-23日(日) 【46】 G2 第63回全日本学生/第29回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 埼玉県 長瀞町 1
27日(木)-30日(日) 【47】 G1 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

　 兼　全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア･ライフル・エア･ピストル) 2
11 3日(木)-5日(土) 【48】 G3+ ジュニアエアガン大会 広島県 安芸太田町

5日(土)-6日(日) 【49】 G2 第29回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 静岡県 藤枝市
13日(日) 【50】 G3 西日本秋季ＡＰ・ＨＲ射撃競技大会 岡山県 岡山市 3
14日(月)-27日(日) 【51】 G3+,G3,G4 秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 全国
18日(金)-20日(日) 【52】 G3+ 第35回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50m･10m) 静岡県 藤枝市
24日(木)-27日(日) 【53】 G3+ 冬季ライフル＆ピストル射撃競技・広島大会 広島県 安芸太田町

25日(金)-28日(月) 【54】 G3+ 全国秋季ピストル射撃競技大会（50m・25m)　兼　秋季ピストルNT選考会(50m・25m) 埼玉県 朝霞市
26日(土)-27日(日) 【55】 G3+ 全国秋季ピストル射撃競技大会 (10m) 埼玉県 長瀞町
26日(土)-27日(日) 【56】 G2 第39回全日本前装銃射撃競技選手権大会 千葉県 千葉市
29日(火)-30日(水) 【57】 G3+ 秋季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 埼玉県 長瀞町

1 15日(日) 【58】 G3+ 東日本冬季ＡＰ・ＦＰ・ＨＲ射撃競技大会 宮城県 石巻市
2 6日(月)-19日(日) 【59】 G3+,G3,G4 冬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
3 10日(金)-13日(月) 【60】 G3+ 全国冬季ピストル射撃競技大会（50m・25m)　兼　冬季ピストルNT選考会(50m・25m) 埼玉県 朝霞市

11日(土)-12日(日) 【61】 G3+ 全国冬季ピストル射撃競技大会(10m) 埼玉県 長瀞町
14日(火)-15日(水) 【62】 G3+ 冬季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 埼玉県 長瀞町
18日(土)-19日(日) 【63】 G1 全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAP・AR) 静岡県 藤枝市
25日(土)-27日(月) 【64】 G2 第36回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 神奈川県 伊勢原市
26日(日) 【65】 G3 西日本春季ＡＰ・ＨＲ射撃競技大会 岡山県 岡山市
7月23日(土)-24日(日) 【66】 G3,G3+ 第1回ヤングスターランクリスト競技会　サマーカップ 全国
10月8日(土)-9日(日) 【66】 G3,G3+ 第1回ヤングスターランクリスト競技会　オータムカップ 全国
H29.2月11日-12日 【66】 G3,G3+ 第1回ヤングスターランクリスト競技会　ウィンターカップ 全国

* 12月3日(土)-4日(日) 【67】 G3,G3+ 第16回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H29.1月7日-8日 【67】 G3,G3+ 第16回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H29.2月4日-5日 【67】 G3,G3+ 第16回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H29.3月25日-26日 【68】 G3,G3+ 第11回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 全国

8日(土)　～
9日(日)

日ラ認定コーチ
B.C級

23日(水)～
27日(日)

10日(金)～
12日(日)

日ラ認定コーチ
A.B.C級

※競技会の規模により G3+


