
公益社団法人日本ライフル射撃協会
公認競技会の格付規程

（目 的）
第１条 この規程は、公益社団法人日本ライフル射撃協会（以下協会という）
が公認する競技会について、競技レベルや開催規模を明確化することで、会
員の競技会への参加を促進することを目的とする。

（適用の範囲）
第２条 協会が公認する全ての競技会を対象とする。

（格付内容および名称）
第３条 協会は、公認する競技会を参加者の競技レベルや開催規模に応じて、
格付を行う。格付の名称は、グレードとし、重要度の高い順に１、２、３、
４の４段階とし、それぞれグレード１（略称：Ｇ１）、グレード２（略称：Ｇ
２）、グレード３（略称：Ｇ３）、グレード４（略称：Ｇ４）と称する。
１．グレード１は、国内最高位の競技会で、同一会場で競技を行なう競技会
とし、次のとおりとする。
全日本選手権大会、全日本選抜大会、国民体育大会

２．グレード２は、グレード１に準ずる競技会で、原則として同一会場で競
技を行なう競技会とし、次のとおりとする。
東西日本大会、全日本社会人大会、全日本学生大会、日本学生選抜大会、
全国高校生大会、全国高校生選抜大会、全国クラブ対抗大会、ＪＯＣカッ
プ、ジュニア・ビーム、全日本マスターズ大会、日本スポーツマスターズ。

３．グレード３は、種目別またはブロック別での競技会で、競技力向上のた
めに開催される競技会とし、次のとおりとする。
地域ブロック大会（国体ブロック大会）、朝霞ピストル大会、広島ピストル
大会、東日本ＦＰ，ＡＰ，ＨＲ、全国選抜クラブ対抗、秋田ピストル大会、
東日本ＦＰ・ＡＰ・ＨＲ大会、西日本ＡＰ・ＨＲ大会、ランクリスト。

４．グレード３の競技会においては、競技会の運営体制がグレード２相当で
あり、大会参加者総数がのべ３０名以上で、当該種目への参加者数が８名以
上の場合は、理事会の承認を得て、グレード２相当の格上グレード３（略
称：Ｇ３＋）の競技会とすることができる。

５．グレード４は、その他競技会とし、次のとおりとする。
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加盟団体が単独又は共同して実施する大会、加盟団体の支部・部会が実施
する大会ほか。

６．選手強化委員会の要請により実施する競技会については、理事会の承認
を得ることで、グレード２またはグレード３の競技会とすることができる
ものとする。

（グレードと記録の公認）
第４条 グレードと記録の公認は、記録公認規程による。

（グレードと競技運営体制について）
第５条 グレード１、グレード２及び格上グレード３の競技会においては、テ
クニカルデレゲート（競技委員長）を配置し、ルールブックに則した競技会
運営を厳格に実施するものとする。
２．グレード３の競技会においては、ルールブックに基づき競技運営を実施
することとするが、テクニカルデレゲート（競技委員長）に代わり本部公
認審判員を配置し、その指示の元に服装検査等に簡素化を図った競技会運
営をおこなうことができるものとする。

３．グレード４の競技会においては、ルールブックに基づき競技運営を実施
することとするが、テクニカルデレゲート（競技委員長）に代わり公認審
判員を配置し、その指示の元に服装検査等に簡素化を図った競技会運営を
おこなうことができるものとする。

（グレードとファイナルの実施）
第６条 グレード１、２および格上３の競技会で、ライフルおよびピストルの
オリンピック種目の競技を行う場合は、当該大会のＴＤが実施不可能と判断
する場合を除き、必ずファイナルを実施しなければならない。

（グレードと標的に撃ち込む弾数について）
第７条 グレードと標的に撃ち込む弾数については、ルールブックによる。

（グレードと段級受験について）
第８条 グレードと段級受験については、次のとおりとする。
① グレード１、グレード２については、すべての段級位の受験を認める。
② グレード３、グレード４については、４段以下の受験を認める。
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（グレードとランキング）
第９条 協会は、次によりランキングを実施する。
① 対象の種目
スモールボア・ライフル ３×４０Ｍ、Ｐ６０Ｍ、３×２０Ｗ
エア・ライフル Ｓ６０Ｍ、Ｓ４０Ｗ
ピストル ５０ｍＰ、２５ｍＰＷ、ＲＦＰ
エア・ピストル ６０Ｍ、４０Ｗ
ビーム・ライフル Ｓ６０Ｍ、Ｓ４０Ｗ
ビーム・ピストル ４０Ｍ、４０Ｗ

② 対象競技会のグレードグレード１、グレード２、格上グレード３、ラン
クリスト競技会、各ブロックで開催される国体予選会

③ その他の競技会
理事会が派遣を決定した国外で開催される競技会については、ランキン

グの対象とするものとする。

（試合のグレードの公表）
第１０条 協会は、グレード２以上の競技会については当該年度の開始前に、事
業計画書

に記載するとともに、協会のWebで公開する。
２．協会が公認する競技会においては、競技会の開催要項等にグレードを記載
するものとする。

（装薬けん銃、空気けん銃更新に際して認める競技会との関係）
第１１条 装薬けん銃更新のために協会が参加を必要と認める競技会は、グレー
ド３以上の競技会とする。
２．空気けん銃更新のために協会が参加を必要と認める競技会は、グレード
４以上の競技会とする。なお、年間で１回以上はグレード３以上の競技会
参加が必要。

（ライフル銃の所持に関する推薦基準要綱との関係）
第１２条 ライフル銃の所持に関する推薦基準要綱に定める競技会は、グレード
４以上の競技会とする。

（附則）
第１３条 本規程の改廃は、理事会にて行う。
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本規程は平成２０年１２月１３日に改正され平成２１年４月１日から施行する。
２．本規程は平成２３年２月２６日に改正され平成２３年４月１日から施行する。
３．本規程は平成２３年１１月２６日に改正され平成２３年１２月１日から施行する。
４．本規程は平成２４年９月２２日に改正され平成２５年４月１日から施行する。
５．本規程は平成２７年３月２８日に改正され平成２７年４月１日から施行する。
（第６条追加Ｇ３＋以上のファイナル競技必須化）

６．本規程は平成２８年２月２０日に改正され、平成２８年４月１日から施行する。
（第３条Ｇ３＋は総数３０名種目で８名必須等追記）
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参考１ 公認競技会の格付と段級、記録公認等の一覧

グレード 及び 競技会名
受験でき
る段級

記 録 公 認

日本記録 けん銃の
参加認定

空気けん銃
の参加認定

ライフル銃
の参加認定

Ｇ

１

全日本選手権大会 制限なし ○ ○ ○ ○

全日本選抜大会

国民体育大会

Ｇ

２

全日本社会人大会 制限なし ○ ○ ○ ○

東西日本大会

全日本学生大会

日本学生選抜大会

全国高校生大会

全国高校生選抜大会

全国クラブ対抗大会

JOCカップ

ジュニア・ビーム

全日本マスターズ大会

日本スポーツマスターズ

Ｇ

３

地域ブロック（国体ブロック大会） ４段まで ×注１ ○ ○注２ ○

朝霞ピストル大会

広島ピストル大会

東日本FP，AP，HR

全国選抜クラブ対抗

秋田ピストル大会

東日本FP・AP・HR大会

西日本AP・HR大会

ランクリスト（注２・注３）ほか

Ｇ

４

加盟団体 ４段まで × × ○注４ ○

注１）Ｇ３の競技会で、一定条件を満たした種目は、Ｇ２相当の格上Ｇ３競技会とし、
Ｇ２と同等の競技会とする。（日本記録、受験段級ほか）

注２）ランクリストは、１期日（同一月に、２回以上参加であっても）では最初の１回
のみを空気けん銃の参加認定とする。

注３）平成２１年度からランクリストは、地域リーグ戦として実施。
注４）年間１回以上はＧ３以上の競技会参加が必要。
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参考２ 競技運営体制
審判員等の配置

名称 Ｇ区分と資格 備 考
（選手の兼務）Ｇ１ Ｇ２、Ｇ３＋ Ｇ３ Ｇ４

大会委員長 配置 配置 配置が
望ましい

配置が望
ましい

・兼務可

テクニカル・デレゲート

または競技委員長

ＴＤ有資

格者①

ＴＤ有資

格者①

本部公認

審判員①

公認審判

員①

・兼務不可

大会組織委員長 配置 配置 配置が望

ましい

配置が望

ましい

・兼務可

ジュリーオブ

アピール

（上訴審判員）

チーフ・ジュリーオブアピール

（上訴審判長）

本部公認

審判員①

本部公認

審判員①

本部公認

審判員①

公認審判

員①

・Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３は兼務不可

・Ｇ４は兼務可

ジュリーオブアピール

（上訴審判員）

公認審判

員②

公認審判員

の配置が望

ましい

公認審判員

の配置が望

ましい

公認審判員

の配置が望

ましい

・Ｇ１は兼務不可

・Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４は兼務可

ジュリー

（審判員）

チーフ・ジュリー

（審判長）

本部公認

審判員①

本部公認

審判員①

公認審判

員①

公認審判

員①

・Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３は兼務不可

・Ｇ４は兼務可

ジュリー

（審判員）

公認審判

員②

公認審判

員②

公認審判員

の配置が望

ましい

公認審判員

の配置が望

ましい

・Ｇ１，Ｇ２は兼務不可

・Ｇ３，Ｇ４は兼務可

レンジオフィサー

（射場役員）

チーフ・レンジオフィサー

（射場長）

本部公認

審判員①

本部公認

審判員①

公認審判

員

公認審判

員

・Ｇ１，Ｇ２は兼務不可

・Ｇ３，Ｇ４は兼務可

レンジオフィサー

（射場役員）

公認審判員

が望ましい

公認審判員

が望ましい

公認審判員

希望者可

公認審判員

希望者可

・兼務可

配置が必要な最低限の専任の

人数

８ ６ ３ １ ・Ｇ４は、兼務等も含めて

３名以上の審判員を配置

注１）二重線で囲まれた区分は、必ず配置しなければならない。○数字は、最低必要人数。

注２）下線太字の区分では、選手と兼務することはできない。

注３）上記以外の区分では、選手と審判員等の兼務は可であるが、自身の出場する種目では兼務はできない。

注４）審判員等は競技会に必要な人数を配置すること。

なお、全ての競技会で、３名以上の審判員を配置すること。

注５）格上Ｇ３の競技会での審判員等の配置は、Ｇ２に準ずるものとする。
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参考３ グレードと標的に撃ち込む弾数について（２１年度からルールブックに記載）

１．グレード１、２及び格上グレード３の競技会
①ビッグボア・ライフル（３００ｍ） １圏的１０発以内

〃 （１５０ｍ、１００ｍ） １圏的５発以内
②スモールボア・ライフル １圏的１発以内
③エア・ライフル １圏的１発
④エア・ピストル、エア・ハンド・ライフル １圏的１発以内
⑤センター・ファイア・ピストル、スタンダード・ピストル、２５ｍピストル

速射：本射１５発ごとに新標的
精密：５発の各シリーズに新標的

⑥５０ｍピストル １圏的５発以内
⑦ラピッド・ファイア・ピストル 各ステージの射手ごとに新標的
⑧前装銃 １圏的１３発以内

２．グレード３及び４の競技会
①ビッグボア・ライフル（３００ｍ） １圏的１０発以内

〃 （１５０ｍ、１００ｍ） １圏的１０発以内
〃 （５０ｍ） １圏的２発以内

②スモールボア・ライフル １圏的２発以内
③エア・ライフル １圏的１発
④エア・ピストル、エア・ハンド・ライフル １圏的２発以内
⑤センター・ファイア・ピストル、スタンダード・ピストル、２５ｍピストル

１圏的５発以内
⑥５０ｍピストル １圏的１０発以内
⑦ラピッド・ファイア・ピストル １連射ごとに治痕するものとする
⑧前装銃 １圏的１３発以内
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