
公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

平成３０年度（２０１８年度）事業計画 

自 平成３０年４月 １日 

至 平成３１年３月３１日 

 

 

１． 活動方針 

本会は、スポーツ基本法の理念に則り、ライフル射撃競技の普及と振興を図るための諸

事業を展開する。競技力向上では東京 2020 オリンピック競技大会でのメダル獲得を目

指した集中した選手強化事業とジュニア選手の発掘、育成、強化事業に全力で取り組む。 

 

 

２． 事業（定款第４条第１項〜６項） 

 １  ライフル射撃スポーツの普及及び指導 

     ・体験射撃会や見学会等普及活動の実施 

     ・ホームページを活用した射撃競技の広報活動の実施 

     ・協会認定コーチによる年少者発掘育成強化事業の実施 

     ・ドーピング防止活動に関する競技会検査実施と会員への指導 

 

 ２  ライフル射撃スポーツの日本選手権大会及びその他の競技会の開催 

・国民体育大会の運営、全日本選手権大会及び各種競技会の主催 

 

 ３  ライフル射撃スポーツに関する競技力の向上を図ること 

・ナショナルチーム・ジュニア育成チームの海外派遣、国内外における合宿等の

強化事業の実施 

     ・競技力向上を目指した競技会の実施 

・スポーツ医科学情報を活用した強化事業の実施 

 

 ４  ライフル射撃スポーツに関する指導者及び審判員の養成及び資格認定 

・日ラ認定コーチ及び日体協公認コーチ資格を有する質の高い指導者の養成 

・指導者の活動促進助成及び競技会、国際大会への派遣 

・本部公認審判員及び地方公認審判員の資格認定 

・審判講習会及びジュリー（TD）講習会の開催による審判員の育成 

・国際審判員の養成と海外派遣 

 

 ５  ライフル射撃スポーツの普及・発展に資するための補完事業として事業運営 

上必要な物品の販売 

 

６  その他目的を達成するために必要な事業 

・東京 2020 オリンピック競技大会開催の円滑な運営を支える要員の養成を主た

る目的とした国際競技大会の準備、新規招致等の活動 

・パラリンピック開催に向けた障害者射撃連盟との連携強化 

 

 

 

 

 

 



平　成　３０　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 7日（土）-8日（日） 【１】 G3+ ライフル(50m・10m)・ピストル（10ｍ）ナショナルチーム選考記録会 埼玉県 長瀞町 4 20日(金)-30日(月) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾁｬﾝｳｫﾝ大会 韓国 ﾁｬﾝｳｫﾝ

14日（土）-15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 　　 　
15日（日） 【3】 G3+ 春季ピストル射撃競技　千葉大会 千葉県 千葉市 26日(木) 推薦委員会
28日（土）-29日（日） 【4】 G2 第18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 16日（水） 第一回委員長会議 5 7日(月)-15日(火) ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾌｫｰﾄﾍﾞﾆﾝｸﾞ大会 アメリカ ﾌｫｰﾄﾍﾞﾆﾝｸﾞ
27日（金）-30日（月） 【5】 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 22日(火）-29日(火) 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 18日（金）-21日（月） 【6】 G3+ 全国春季ピストル射撃競技大会(25m)　兼　春季ピストルNT選考会(25m) 埼玉県 朝霞市
19日（土）-20日（日） 【7】 G3+ 全国春季ピストル射撃競技大会(50ｍ・10m) 埼玉県 長瀞町 31日(木) 推薦委員会
21日（月）-6/3日（日） 【8】 G3+,G3,G4 春季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 全国 2日（土） 第一回理事会 6 23日(土)-29日(金) ISSFｼﾞｭﾆｱﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｽﾞｰﾙ大会 ドイツ ｽﾞｰﾙ
26日（土）-27日（日） 【9】 G3+ 第5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 23日（土） 定期総会/事務局長会議
27日（日） 【10】 G3 春季ピストル射撃競技・秋田大会 秋田県 由利本荘市 28日(木) 推薦委員会

6 9日（土）-10日（日） 【11】 G3+ 世界選手権派遣選手選考会兼ライフル(50m・10m)・ピストル（10ｍ）ナショナルチーム選考記録会 新潟県 胎内市 21日（土） 第二回理事会 7 22日（日）-28日（土） 第3回東アジアユースエアガン大会 シンガポール
17日（日） 【12】 G3+ 第23回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 埼玉県 長瀞町
29日（金）-7/1日（日） 【13】 G2 第48回東日本ライフル射撃競技選手権大会 新潟県 胎内市
29日（金）-7/1日（日） 【14】 G2 第48回西日本ライフル射撃競技選手権大会 大阪府 能勢町

7 1日（日） 【15】 G3+ 第42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 26日(木) 推薦委員会
6日（金）-8日（日） 【16】 G2 第22回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 大阪府 能勢町 8
7日（土）-8日（日） 【17】 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 18日（土）-9/2（日） 第18回アジア競技大会 インドネシア ｼﾞｬｶﾙﾀ・ﾊﾟﾚﾝﾊﾞﾝ

13日（金）-16日（月） 【18】 G2 第34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
13日（金）-16日（月） 【19】 G2 第27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 30日(木) 推薦委員会 18日（土）-19日（日） 第73回国体東海ブロック 岐阜県 静岡県藤枝市

13日（金）-16日（月） 【20】 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 19日（水） 第二回委員長会議 兼　東海選手権大会
14日（土）-16日（月） 【21】 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) 宮城県 石巻市 27日(木) 推薦委員会 18日（土）-19日（日） 第73回国体近畿ブロック 和歌山県 海南市

　 20日（金）-23日（月） 【22】 G3+ 全国夏季ピストル射撃競技大会(25m)兼夏季ピストルNT選考記録会（25ｍ） 埼玉県 朝霞市 29日（土） 第三回理事会 18日（土）-19日（日） 第73回国体中国ブロック 山口県 広島県安芸太田町

21日（土）-22日（日） 【23】 G1 第44回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) 埼玉県 長瀞町 10 兼　中国選手権大会
21日（土）-22日（日） 【24】 G3+ 全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・10m) 埼玉県 長瀞町 18日（土）-19日（日） 第73回国体四国ブロック 高知県 高知市
28日（土）-29日（日） 【25】 G3+ 第17回マスターズ・ジャパン・カップ 静岡県 藤枝市 兼　四国選手権大会

8 1日（水）-4日（土） 【26】 G2 第56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 25日(木) 推薦委員会 18日（土）-19日（日） 第73回国体九州ブロック 鹿児島県 鹿児島市
9日（木）-10日（金） 【27】 G3+ 第4回全日本小中学生ビームライフル射撃競技選手権大会 埼玉県 和光市 14日（水）- 兼　九州選手権大会

9 2日（日） 【28】 G3+ 秋季ピストル射撃競技　千葉大会 千葉県 千葉市 18日（日） 24日（金）－26日（日） 第73回国体関東ブロック 茨城県 桜川市
2日（日） 【29】 G3+ 東日本夏季ＡＰ・ＦＰ・ＨＲ射撃競技大会 宮城県 石巻市 兼　全関東選手権大会
7日（金）-9日（日） 【30】 G2 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ兼第29回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会 埼玉県 長瀞町 29日(木) 推薦委員会 25日（土）-26日（日） 第73回国体東北・北海道ブロック 宮城県 石巻市
10日（月）-24日（月） 【31】 G3+,G3,G4 夏季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 全国 15日（土） 第四回理事会 兼　第44回東北総合体育大会
15日（土）-17日（月） 【32】 G2 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 茨城県 桜川市 20日（木） 推薦委員会 25日（土）-26日（日） 第39回北信越国民大会 新潟県 胎内市

   兼　第74回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 30日(水) 第三回委員長会議 (第73回国体北信越ブロック）兼
　 15日（土）-16日（日） 【33】 G2 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 茨城県 茨城町 31日(木) 推薦委員会 北信越選手権大会

   兼　第74回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会
21日（金）-24日（月） 【34】 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（土） 第五回理事会 31日（金）-9/14（金） 第52回世界射撃選手権大会 韓国 ﾁｬﾝｳｫﾝ
21日（金）-23日（日） 【35】 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) 広島県 安芸太田町 24日(日) 審判講習会 9

10 3日（水）-6日（土） 【36】 G1 第73回国民体育大会ライフル射撃競技 福井県 福井市 28日(木) 推薦委員会
12日（金）-14日（日） 【37】 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 　
13日（土）-14日（日） 【38】 G2 第23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 28日(木) 推薦委員会
13日（土）-14日（日） 【39】 G2 第22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
18日（木）-21日（日） 【40】 G2 全日本学生スポーツ射撃選手権大会　第65回男子総合/第31回女子総合 埼玉県 長瀞町 10 6日（土）-18日（木） 第3回ユースオリンピックゲームズ アルゼンチン ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ
20日(土)-21日(日) 【41】 G3+ 第4回全日本小中学生エアーライフル射撃競技選手権大会（兼ビームライフル射撃競技大会） 新潟県 胎内市
25日（木）-28日（日） 【42】 G1 全日本ライフル射撃選手権大会(50mライフル) 埼玉県 長瀞町 11 2日（金）-12日（月） 第１１回アジアエアガン選手権 クウェート

　 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)
28日（日） 【43】 G2 第41回全日本前装銃射撃競技選手権大会 千葉県 千葉市 ※G3+は、G2相当の大会として認める。

11 2日（金）-3日（土） 【44】 G3+ ジュニアエアガン大会 広島県 安芸太田町 12
10日（土）-11日（日） 【45】 G2 第31回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 千葉県 千葉市
10日（土）-11日（日） 【46】 G3+ ワールドカップ　ニューデリー派遣選手選考会兼ライフル(50m・10m)・ピストル（10ｍ）ナショナルチーム選考記録会 大阪府 能勢町 1
10日（土）-25日（日） 【47】 G3+,G3,G4 秋季ビームピストルスポーツ・シューティング大会 全国
18日（日） 【48】 G3 西日本秋季ＡＰ・ＨＲ射撃競技大会 岡山県 岡山市 2 20日（水）-28日（木） ISSFﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾆｭｰﾃﾞﾘｰ大会 インド ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ

22日（木）-25日（日） 【49】 G2 第37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
22日（木）-25日（日） 【50】 G3+ 冬季ライフル＆ピストル射撃競技 兼 育成ピストル選手NT選考会・広島大会 広島県 安芸太田町

25日（日） 【51】 G3 第１8回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 大分県 由布市
30日（金）-12/3日（月） 【52】 G3+ 全国秋季ピストル射撃競技大会（25m)　兼　秋季ピストルNT選考会(25m) 埼玉県 朝霞市

12 1日（土）-2日（日） 【53】 G3+ 全国秋季ピストル射撃競技大会 （50m・10m） 埼玉県 長瀞町
1 13日（日） 【54】 G3+ 東日本冬季ＡＰ・ＦＰ・ＨＲ射撃競技大会 宮城県 石巻市

19日（土）-20日（日） 【55】 G1 第1回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会（AR・AP)
2 4日（月）-17日（日） 【56】 G3+,G3,G4 冬季ビームピストルスポーツ・シューティング大会兼全国競技会 全国 朝霞市

9日（土）-10日（日） 【57】 G3+ 全国冬季ピストル射撃競技大会(50m・10m) 埼玉県 長瀞町
8日（金）-11日（月） 【58】 G3+ 全国冬季ピストル射撃競技大会（25m)　兼　冬季ピストルNT選考会(25m) 埼玉県 朝霞市
16日（土）-17日（日） 【59】 G3 第1回ヤングスターファイナル全国選抜大会 神奈川県 横須賀市

3 9日（土）-10日（日） 【60】 G3+ ライフル(50m・10m)・ピストル（10ｍ）ナショナルチーム選考記録会 和歌山県 海南市
15日（金）-17日（日） 【61】 G1 全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAP・AR) 宮城県 石巻市
24日（日） 【62】 G3 西日本春季ＡＰ・ＨＲ射撃競技大会 岡山県 岡山市
25日（月）-27日（水） 【63】 G2 第38回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 宮城県 石巻市
7月21日（土）-22日（日） 【64】 G3,G3+ 第3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13日（土）-14日（日） 【64】 G3,G3+ 第3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
H31.1月12日（土）-13日（日） 【64】 G3,G3+ 第3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1日(土)-2日(日) 【65】 G3,G3+ 第18回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H31.１月5日(土）-6日（日） 【65】 G3,G3+ 第18回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H31.2月2日(土）-3日（日） 【65】 G3,G3+ 第18回冬季AR･APランクリスト競技会　 全国
H31.3月23日(土）-24日（日） 【66】 G3,G3+ 第13回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 全国
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公認コーチ講習

※競技会の規模により G3+




