
平成 29 年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 

(秋田県会場  開催要項) 

１．主 催   公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

 

２．主 管   秋田県ライフル射撃協会 

 

３．期 日   平成 29 年 9 月 24 日（日） 10：00～15：00 

 

４．会 場   秋田県立総合射撃場 

         ※所在地 由利本荘市岩城道川字新田沢４３  Tel 0184-73-3900  

         ※交  通 国道 7号線から東方約５ｋｍ、日本海沿岸自動車道岩城ＩＣから 

東方約３ｋｍ、駐車場は無料 

        

５．種目及び参加人数 

１）ISSF 競技種目【整数表示】 

   10ｍビーム・ピストル(NEC 製)     立射男子   40 発 

        同             立射女子   40 発  合計 8人 

   10ｍビーム・ピストル(興東電子製)   立射男子   40 発 

        同             立射女子   40 発  合計 6人 

   ISSF 競技種目の 40 発競技参加選手は、第 1，第 2シリーズ（小数点表示）得点をもっ

て普及競技の 20 発競技（フリーポジション）に参加したものとすることができます。 

２）普及競技種目【小数点表示】 

    10ｍビーム・ピストル(NEC 製) フリーポジション 20 発 男女混合 合計 4人 

     

６．使用機材   主催者が、NEC 製 4 射座分及び興東電子製 3射座分を準備しますが、個人所

有の機材(日本ライフル射撃協会の認定品)も使用することができます。 

         フリーポジションでは、階段式委託台を使用することができます。また、視

覚障碍者は音による照準を使用することができます。 

 

７. 競技規則   日本ライフル射撃競技規則 最新版による。 

         なお、成績は、NEC 製と興東電子製を分けて管理します。 

 

８．参加資格等  ISSF 競技種目は日本ライフル射撃協会会員（デジタル会員含む）及び秋田県

ライフル射撃協会会員とし、普及競技種目は一般の方の参加も認めます。 

         段級審査を実施します(事前申込と別途検定料が必要です)。 

         なお、当日まで受付を行い、定員になり次第締め切ります。 

 

９．参加料    ビーム・ピストル 男子立射 40 発・女子立射 40 発競技 

日本・県ライフル射撃協会会員(デジタル会員含む)    １，０００円 

         同 フリーポジション 20 発競技 

小学生以上、一般参加者含む              １，０００円 

         なお、協会会員である小中学生はいずれも 500 円とします。 

１０．参加及び問い合わせ先 

秋田県ライフル射撃協会        

        ＦＡＸでの申し込みをお願いします。 （Tel&Fax  018-835-6237 ： 伊藤）       



         平成 29 年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 

              （東京都会場 開催要項）  

 

１． 主 催   公益社団法人日本ライフル射撃協会 

２． 主 管   東京都ライフル射撃協会、目黒区ライフル射撃協会 

３．   会 場   目黒区立中央体育館アリーナ／目黒区本町 5-22-11             

           電話 3—3794-5441//東急目黒線西小山駅下車 7分          

          駐車場有（有料）室内用シューズをご用意下さい。 

地図 https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/sports_shisetsu/chuo_gym/        

４． 期 日    平成 29 年 9 月 23 日（祝）競技会   10：00～17：00 

         

                   1 射群 10:30～11:15             2 射群 11:45～12:30 

                    3 射群 13:00～13:45         4 射群 14:15～15:00 

            5 射群 15:30～16:15 

５． 種目及び参加資格 

ＩＳＳＦ種目  ビーム・ピストル－デジタル－男子立射４０発競技 

             〃        女子立射４０発競技 

                            

 参加資格   日本ライフル射撃協会会員（デジタル会員含む） 

      東京都ライフル射撃協会会員 

                    

６.  定 員    25 名。 

          先着順に受付けますので所定の申込書に必要事項を記入し、E—メール若しくは 

                FＡＸでの申し込みをお願いします。 先着順で受け付けます。 

                Fax   ０４５－５９４－０６３８ 

                E-mail  megurorifle1@mac.com 

                   なお、定員に空きがある場合は、当日会場にて先着順で受け付けます。 

          射座割は１週間前までに参加者にメールでお送り致します。または問い合わせて下さ

い。 

７． 競技規定  （公社）日本ライフル射撃競技規則集 最新版による。 

８． 使用機材  （公社）日本ライフル射撃協会公認機材を使用します。 

          NEC 製デジタルピストルの機材を使用します。また、個人所有の機材も使用すること 

                   ができます。）なお、競技中の電池交換のトラブルを避けるために、電池(単三形充電式

電池)は参加者自身でご用意下さい。器材は MEC 製 DP を５台使用 

９． 参加料   １）ビーム・ピストル－デジタル－男子立射４０発競技・女子４０発競技 

 日ラ、（デジタル会員含む） 東ラ会員       ２，０００円 

 参加料は当日受付でお支払いください。          

10． その他    表彰は、行いません。順位は、（公社）日本ライフル射撃協会ＨＰで発表します。 

          記録の公認、段級審査を実施します。 

   会場の利用規約により室内用シューズをご用意下さい。 

   無断欠席の場合は参加費をご請求致します。必ず事前にご連絡をお願い致します。      

11．問い合わせ先  目黒区ライフル射撃協会事務局  植田 （℡090-1405-7255 ） 

                E-mail  megurorifle1@mac.com     

                                 「以上」 



平成2９年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 

（岐阜県会場 開催要項） 

１．大会名  平成２９年度春季全国デジタルスポーツ・シューティング大会 

 

２．主 催  公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

 

３．主 管  岐阜県ライフル射撃協会  他関係都道府県ライフル射撃協会 

（日本ライフル射撃協会が競技開催案内、記録集計・発表、表彰を担当） 

 

４．期 日  平成２９年9月２３日（土） 

 

５．会場   岐阜市長良福光大野２６７５－２８       岐阜メモリアルセンター 

電話 ０５８－２３３－８８２２        第２トレーニング室 

 

６．競技日程・種目 平成２９年 9月２２日（金） ＰＭ １７：００～１９：００公式練習（要事前予約） 

          平成２９年 ９月２３日（土） ＡＭ １３：００～１７：００ 試合日 

  

１０ｍビーム・ピストル（デジタル）立射男子４０発競技 ・ 整数表示 

          １０ｍビーム・ピストル（デジタル）自由姿勢男子２０発競技 ・小数点表示 

          デジタル機器最大４台を設置、4射群を予定しております。 

 

７． 競技方法 

(1)ＩＳＳＦ競技種目   

     ＩＳＳＦ競技種目の参加選手は、第１・第２シリーズ（小数点表示）得点を持って、 

     普及競技の２０発競技に参加したものとすることが出来る。 

 (2)普及競技種目（全国競技会種目）  

（参考）１０ｍﾋﾞｰﾑ･ﾋﾟｽﾄﾙ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）ﾌﾘｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ２０発 

・階段式依託台の使用も可とする。 

・車椅子での射撃も可とする。 

・視覚障害者は音による照準を使用できる。 

（３）競技開始時間 （ 参加人数によっては射群変更有 ） 

第１射群（PM 1：００～PM １：４５）ビームピストル（デジタル）男女混合４０発競技 

 第２射群（PM ２：００～PM ２：４５）ビームピストル（デジタル）男女混合４０発競技 

     第３射群（PM ３：００～PM ３：４５）ビームピストル（デジタル）男女混合４０発競技 

     第４射群（PM ４：００～PM ４：４５）ビームピストル（デジタル）男女混合４０発競技 

      

８．競 技 規 則  日本ライフル射撃競技規則集最新版による 

 



９．使 用 機 材    日本ライフル射撃協会の認定品を使用する。（ＮＥＣ製デジタル・ピストル使用） 

（個人または主催者準備のデジタル・ピストルを使用することができる） 

 

10．参 加 資 格   日ラ会員、または会場の定員に余裕のある場合は一般市民の参加も可能とする 

（事前申込みにより受付を行い、定員になり次第締め切ります。会場ごとの定員は 

会場（県ラ協会担当事務局 太田）に直接問い合わせください） 

 

11．表    彰   

（１）成績は、各会場の集計後、協会ＨＰにて公開する。 

（２）会場ごとの表彰式は実施しない。賞状及びメダルは後日郵送により授与する。 

（３）１０項の参加資格、日ラ会員・デジタル会員以外の方の成績は全国順位に付きません。 

（４）各種目ともに １位～３位 賞状及びメダル ４～８位 賞状 

10ｍビーム・ピストル(デジタル）立射男子４０発 

10ｍビームピストル（デジタル）立射女子４０発 

10ｍビーム・ピストル(デジタル）フリーポジション２０発 

 

12．参 加 料  ＩＳＳＦ種目 ※会場ごとに設定することができる。会場でお支払い下さい。 

         日本ライフル射撃協会会員  ２，０００円 

         デジタル会員        ２，５００円 

         一般参加者         ３，０００円 

         中・高校生         １，５００円 

 

13．参加申し込み先   

( 1 ) 〒501-3109 岐阜県岐阜市向加野２－３１－６ 

岐阜県ライフル射撃協会 太田 宗吉 

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０５８－２４１－２８２２ 

携帯電話   ０９０－７６８０－８７４３ 

Ｅmaile：rsp52276@nifty.com 

書式はＷＥＢサイトの物をプリントアウトして使用して下さい。 

           デジタル射撃公式サイト http://www.riflesports.jp/dss/ 

 ( ２) 参加申し込み期日 

           平成２９年 9月1６日（土）までに担当までお申し込み下さい。 

           空き射座があれば当日の参加も貸し銃で参加を受け付けます。 

( 3 ) 公式練習参加希望者は大会参加申し込み時にその旨を連絡願います。 

 

14．その他 

      参加申し込み状況で次射群の射撃競技開始時刻を変更する場合がある。 

 

※ なお、 詳細は、WEBサイトで公開されます。  



平成29年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 

（京都会場 開催要項） 

 

１． 主催 公益社団法人日本ライフル射撃協会 

２． 主管  近畿ライフル射撃連合、京都府ライフル射撃協会、日本学生ライフル射撃連盟関西支部 

３． 会場  國友銃砲火薬店４F室内競技場 

京都府京都市下京区寺町通仏光寺東入る 

(電話番号：075-351-3037) 

４． 期日 平成29年9月18日（月祝） 

10:00 から第一射群開始予定 

射群射座についてはエントリー締め切り後に決定 

終了時刻は参加数によって変動します 

５． 種目 ISSF種目 10mビームピストル（デジタル）立射男子40発競技 

10mビームピストル（デジタル）立射女子40発競技 

６． 参加資格 1)日本学生ライフル射撃連盟関西支部員  

2)日本ライフル射撃協会（デジタル会員も含む）及び、 

各都道府県ライフル射撃協会会員  

参加希望者は、平成29年9月11日(月)までに申し込んでください。 

定員は40名程度を予定しています。参加申し込みは先着順でおこないます。 

定員に空きがある場合は、締め切り後の申込も受け付けますが、当日のエントリーの申し込

みは受け付けません。 

受付連絡先 E-mail  furukawa.masayuki.42n@st.kyoto-u.ac.jp  (古川) 

７． 参加料 学生連盟員・ジュニア 1,500円  成人 2,000円 

８． 競技規定 日本ライフル射撃競技規則集（第2巻）2017年度版による 

９． 使用機材 日本ライフル射撃協会公認機材を使用 

（個人所有のデジタルピストルも使用することができます） 

標的として、NEC社製を全射座(7射座)使用 

１０．表彰 本会場では表彰は行いません 

結果は公益社団法人日本ライフル射撃協会HPにて発表します 

１１．その他 1）エントリーの際に日ラID、希望時間帯、個人所有機材の有無、使用するデジタルピストル

が右利きか左利きかを明記してください 

2）駐車場はありませんので、付近の有料駐車場をご利用ください 

3) 射座割は関西支部HP(http://www.studentsrifle.net/kansai/)にて公表します 

 

１２．問い合わせ 

日本学生ライフル射撃連盟関西支部 

ピストル普及委員長 古川眞之（furukawa.masayuki.42n@st.kyoto-u.ac.jp） 



フリガナ※１

　　氏　名※１

所属している団体がある方はご記入ください。例）東京都ライフル射撃協会会員

　　所　　属

 

　生年月日※１

　　性　別※１
どちらか一方
にチェックして
ください

年齢　　 歳
ジュニアの判定に使用し
ます

〒　　　　　-

　電話番号※１

　ＦＡＸ番号

　　　□　ビーム・ピストル-デジタル-男子立射４０発競技 ←参加種目をチェックしてください。

　参加種目※１ 　　　□　ビーム・ピストル-デジタル-女子立射４０発競技

　　　□　ビーム・ピストル-デジタル-フリーポジション２０発競

　 　　　

　

　

段級審査 　　　□　段級審査を希望します。

　・　段級審査を受験される方は、会場にて段級審査申込書を記入してください。

　・　５級以上の段級受験は加盟団体の会員でなければ受験できません。

　　特に主催者に伝える必要のある事項について記入ください。

　　例）会場、機材の準備に利用するため、左利き、視力障害、車椅子使用などの希望を記入ください。

　その他

　

　

　※１　必ず記入ください。

平成29年度夏季デジタルスポーツシューティング大会

　　住　所※１

　　なお、会場によっては実施して
いない種目もあります。

　参加希望会
場※１

申し込み日：平成　　　年　　　月　　　日

西暦　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　生　　　　　　

　□　男　　　□　女　　


