
ＡＰ６０ＪＭ ＡＰ４０ＪＷ ＢＰ４０ＪＭ

１射群　１０：００～１１：１５ １射群　１２：００～１２：５０ １射群　１０：００～１０：４５ ２射群　１１：２５～１２：１０

射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考

1 1 1 百瀬　雅人 茨木 取手一高 1 軽部　匠 茨木 取手一高

2 才田　龍之介 大分 由布高 2 2 中村　仁太 滋賀 水口高 2 石原　和也 山梨 笛吹高

3 牛留　慶貴 鹿児島 鹿実高 3 3 野尻　陽斗 埼玉 国際学院高 3 中島　淳之介 宮城 仙台育英高

4 小西　将平 熊本 文徳高 4 4 山口　航輝 福井 武生東高 4 川﨑　裕史 千葉 茂原高

5 徳永　大輔 学連 日本大 5 5 中村　龍星 秋田 御野場中 5 安松　将吾 滋賀 水口高

6 広瀬　元也 広島 美鈴が丘高 6 中田　美風 大阪 小林聖心女子高 6 三井　健太 山梨 笛吹高 6 園田　大敬 熊本 合志中

7 種石　啓希 静岡 藤枝明誠高 7 楠本　侑加 和歌山 那賀高 7 鯉沼　翼 埼玉 吾妻中 7 小屋　郁翔 埼玉 国際学院高

8 田村　泰達 秋田 秋田高 8 関根　留菜 学連 明治大 8 8

9 一戸　信之介 学連 明治大 9 越田　真帆 岐阜 鶯谷高

10 マティウス　剣 神奈川 横須賀協会 10 髙木　薫 茨城 竜ヶ崎一高 ＢＰ４０ＪＷ

11 佐藤　陸 熊本 文徳高 11 田畑　実菜 滋賀 びわこ学院大 １射群　１２：５０～１３：３５ ２射群　１４：１５～１５：００

12 河野　智 千葉 茂原樟陽高 12 千葉　叶美 埼玉 国際学院高 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考

13 國分　翔麻 学連 日本大 13 上田　ゆい 東京 大原学園高 1 1

14 大山　竜史 鹿児島 鹿実高 14 新堂　冬萌 学連 東洋大 2 鈴木　理奈 千葉 茂原樟陽高 2 山森　月乃 滋賀 水口高

15 永井　良明 埼玉 栄北高 15 佐藤　琳 東京 稲付中 3 西田　葵 秋田 秋田県協会 3 加賀見　愛 山梨 笛吹高

16 溝口　剛史 大分 由布高 16 丸山　沙羅 埼玉 栄北高 4 佐藤　日香 島根 立正大淞南高 4 高坂　彩花 千葉 茂原樟陽高

17 西村　大輔 学連 東洋大 17 内田　翠 長崎 長崎大 5 田中　ちさと 滋賀 水口高 5 野澤　晶俊 栃木 真岡北陵高

18 齋藤　一斗 神奈川 鎌倉学園高 18 6 杉　優理愛 福岡 太宰府高 6 齋藤　梨衣 神奈川 清泉小

19 橋本　与人 埼玉 国際学院高 19 7 大蘆　由奈 茨木 取手一高 7

20 加藤　隼悟 岐阜 鶯谷高 20 8 8

21 江口　昌幸 埼玉 東京電機大 21

22 宮脇　正人 大阪 立命館大 22

９月８日（金）

1 1

2

平成２９年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　兼　第２８回ＩＳＳＦジュニアライフル射撃競技選手権大会　射座割
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１０ｍＡＲＳ６０ＪＭ ＢＲＳ４０ＪＷ

１射群　９：００～１０：１５ ２射群　１１：００～１２：１５ １射群　９：００～９：３０ ２射群　１０：１０～１０：４０

射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考

1 1 1 熊倉　海月 新潟 村上中等教育 1 中山　瑞貴 茨木 取手一高

2 山中　陽介 埼玉 栄北高 OP 2 関野　優真 埼玉 栄北高 OP 2 関根　萌 埼玉 国際学院高 2 青山　瑞季 山梨 笛吹高

3 石浦　悠多 石川 金沢辰巳丘高 OP 3 関根　和磨 埼玉 栄北高 OP 3 喜納　夕莉 沖縄 星槎高 3 加藤　澪 埼玉 栄北高

4 大塩　勇斗 東京 足立新田高 OP 4 宮里　蒼大 埼玉 埼玉県協会 OP 4 梶田　萌果 山梨 笛吹高 4 浅利　弥由 神奈川 横須賀協会

5 髙田　裕介 学連 明治大 5 関　優輝 群馬 明和県央高 5 齋藤　千帆 茨木 取手一高 5 三浦　エリー 岐阜 鶯谷高

6 佐久間　将樹 茨城 古河中等教育 6 和泉　響 静岡 藤枝明誠高 6 堀之内　愛 徳島 小松島西高勝浦校 6 目羅　渚 千葉 茂原北陵高

7 木嶋　真之介 熊本 文徳高 7 森田　真史 富山 南砺福光高 7 須藤　彩寧 神奈川 横須賀協会 7 西　千里 徳島 城西高

8 上竹　強仁 学連 日本大 8 伴田　大弥 学連 千葉工業大 8 上久保　愛梨 徳島 城西高 8 川田　想 栃木 真岡北陵高

9 岡田　拓磨 埼玉 栄北高 9 芳司　健太 佐賀 佐賀工業高 9 田邉　伶奈 岐阜 桜丘中 9 中村　空 神奈川 三崎中

10 真下　渚 群馬 明和県央高 10 廣橋　詩音 京都 京都廣学館 10 武末　空海子 長崎 長崎東高 10 渡部　奏乃音 埼玉 国際学院高

11 穴澤　圭祐 学連 中央大 11 浅井　優汰 学連 明治大 11 河本　理桜 岐阜 鶯谷高 11 平野　真歩 岐阜 鶯谷中

12 神崎　晃汰 千葉 茂原樟陽高 12 山田　薫平 埼玉 栄北高 12 長澤　茉央 埼玉 西武文理中 12 臼井　華蓮 神奈川 日大高

13 新屋　敬大 福岡 太宰府高 13 清水　彰人 東京 王子総合高 13 遠藤　朱梨 宮城 仙台育英高 13 座間　美波 群馬 明和県央高

14 花川　直樹 学連 日本大 14 早川　匠 学連 中央大 14 柴田　美尋 山形 南陽高 14 小池　紗果 東京 中大附属高

15 横田　聖奈 沖縄 興南高 15 後藤　哲平 熊本 文徳高 15 平野　麻衣 岐阜 七郷小 15 狩野　絢麻音 千葉 佐倉東高 OP

16 浜田　一輝 福井 鯖江高 16 松本　大典 神奈川 海老名高 16 16

17 井上　達貴 学連 東洋大 17 伊倉　正敏 学連 関西学院大

18 河野　大輔 徳島 小松島西高勝浦校 18 姫野　祐輝 埼玉 国際学院高 ３射群　１１：２０～１１：５０

19 新原　拓馬 京都 京都廣学館 19 川名　沙音 千葉 茂原樟陽高 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考

20 磯田　和貴 学連 日本大 20 江田　和樹 学連 日本大 1 上原　果子 新潟 白新中 9 木野　日央里 岐阜 島中

21 大石　義真 静岡 常葉大橘高 21 米須　海斗 沖縄 興南高 2 坂本　妃真梨 東京 文教学院女子中 10 松原　実咲 大阪 茨木高

22 谷口　響希 長崎 長崎北高 22 以西　鷹一郎 徳島 城西高 3 藏重　舞香 山口 野田学園高 11 川西　春 神奈川 高木学園

23 有馬　朋輝 学連 法政大 23 吉村　柊平 学連 中央大 4 高木　葵 岐阜 岐阜清流中 12 植地　那奈 茨城 竜ヶ崎一高

24 宮川　佑介 富山 南砺福光高 24 田﨑　蓮 栃木 真岡北陵高 5 船見　芽依 東京 日大櫻丘高 13 小倉　亜弓 栃木 真岡北陵高

25 井上　祥 千葉 茂原樟陽高 25 進藤　健 岐阜 長森中 6 松尾　唯衣 千葉 実籾高 14 関　明日香 埼玉 西武文理中

26 秀平　拓海 学連 日本大 26 島田　敦 学連 日本大 7 椎原　栞奈 愛媛 伊予農業高 15 御園生　英理 千葉 茂原高 OP

27 山崎　大志 新潟 村上高 27 8 大谷　美咲 福井 足羽高 16

１０ｍＡＲＳ６０ＪＭ　ファイナル　１３：００～ ＢＲＳ４０ＪＷ　ファイナル　１４：００～
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3 3

1

９月９日（土）

1 2



１０ｍＡＲＳ４０ＪＷ ＢＲＳ６０ＪＭ

１射群　９：００～９：５０ ２射群　１０：３０～１１：２０ １射群　９：００～９：４５ ２射群　１０：２５～１１：１０

射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群 射座 選手名 都道府県名 所属 備考 射群射座 選手名 都道府県名 所属 備考射群射座 選手名 都道府県名 所属 備考

1 1 1 1

2 北郷　佑季 埼玉 栄北高 OP 2 池田　桂菜 埼玉 栄北高 OP 2 阿久澤　秀之 埼玉 西武文理中 2 星野　純弥 栃木 真岡工業高

3 宮下　結衣 滋賀 水口高 OP 3 石井　七海 福岡 明治学園高 OP 3 生嶋　貫司 大分 由布高 3 高和　開紀 富山 南砺福光高

4 市村　友香里 石川 金沢辰巳丘 4 渡辺　夏希 埼玉 栄北高 4 高橋　諒 岐阜 済美高 4 渡辺　琉仁 埼玉 栄北高

5 片岡　まや 学連 東洋大 5 市瀬　陽菜 神奈川 高木学園 5 田中　彰人 千葉 佐倉東高 5 秋山　聖人 岡山 倉敷翠松高

6 西川　弥希 長崎 長崎東高 6 谷口　萌果 和歌山 和歌山高 6 野口　峻平 神奈川 日大高 6 松島　朔矢 岐阜 梅林中

7 高山　莉奈 山口 野田学園高 7 井浦　一希 東京 足立新田高 7 東福　侑己 鹿児島 鹿実高 7 鈴木　翔 山形 南陽高

8 村井　佳奈 学連 日本大 8 鈴木　若葉 学連 法政大 8 藤目　颯 岡山 倉敷翠松高 8 公賀　亜久理 千葉 佐倉東高

9 吉田　寧然 群馬 明和県央高 9 三品　美月 東京 中大附属高 9 今井　僚 富山 南砺福光高 9 永井　拓仁 神奈川 横須賀協会

10 竹村　友里 徳島 小松島西高勝浦校 10 高橋　歌恋 大阪 箕面自由高 10 永野　祥誠 岐阜 星和中 10 吉岡　武流 埼玉 国際学院高

11 森本　怜花 学連 明治大 11 竹澤　海都 学連 日本大 11 高力　豊広 徳島 城西高 11 中三川　伊吹 栃木 真岡北陵高

12 前田　美咲 山梨 笛吹高 12 西山　彩佳 大分 由布高 12 青鹿　龍平 埼玉 栄北高 12 大良　竜優 福井 足羽高

13 町田　莉子 和歌山 和歌山商業高 13 苗村　佳奈 滋賀 水口高 13 奥村　琢磨 埼玉 西武文理中 13 田中　遥希 埼玉 西武文理中 OP

14 小林　眞子 学連 日本大 14 高橋　佳伶 学連 明治大 14 梅本　拓眞 長崎 長崎東高 OP 14 永野　祥嵩 岐阜 中川小

15 瀬畑　里花 茨城 鬼怒商業高 15 深瀬　絵美子 埼玉 西武文理高 15 15

16 永野　鈴夏 岐阜 星和中 16 安孫子　花 新潟 開志国際高 16 16

17 谷中　友美 学連 法政大 17 江頭　美紀 学連 東洋大

18 饒平名　アリス 沖縄 興南高 18 遊部　眞子 富山 南砺福光高 ３射群　１１：５０～１２：３５

19 林　夕貴 福井 足羽高 19 五十嵐　美月 福井 足羽高 射群射座 選手名 都道府県名 所属 備考射群射座 選手名 都道府県名 所属 備考

20 諏訪　桃香 学連 東洋大 20 劉　炫慈 学連 明治大 1 9 久保　陵 埼玉 西武文理中

21 木下　彩音 山形 南陽高 21 長岡　花笑 群馬 明和県央高 2 大門　寛太 埼玉 国際学院高 10 加藤　雅一 埼玉 栄北高

22 狩野　いずみ 宮城 東北高 22 平田　しおり 石川 金沢伏見高 3 渡邉　貴博 茨城 竜ヶ崎一高 11 西　成謹 島根 立正大淞南高

23 濱野　蘭 学連 明治大 23 大和田　美琴 学連 日本大 4 上田　空 高知 高知農業高 12 加瀬　直之 千葉 佐倉東高 OP

24 三原　千晶 島根 立正大淞南高 24 柿内　亜香里 佐賀 佐賀東高 5 江藤　歩 岡山 倉敷翠松高 13 原田　海里 埼玉 西武文理中 OP

25 前田　留那 埼玉 栄北高 25 香美　杏奈 徳島 城西高 6 河本　弦希 岐阜 岐阜西中 14

26 小黒　莉奈 三重 久居高 26 内藤　捺美 埼玉 栄北高 7 宮本　凱 茨城 竜ヶ崎一高 15

27 27 8 松本　賢成 東京 明大中野高 16

１０ｍＡＲＳ４０ＪＷ　ファイナル　１２：３０～ ＢＲＳ６０ＪＭ　ファイナル　１３：４５～

1 2

1 2

3 3

９月１０日（日）



平成２９年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

兼 第２８回ＩＳＳＦジュニアライフル射撃競技選手権大会 

☆連絡事項☆ 

１）スケジュール変更と付随事項 

○参加人数の関係で全体的にスケジュールの変更が出ております。次ページの 

スケジュール表及び別紙射座割をご確認下さい。 

  ○前日練習を追加しました。 

→９月８日（金）、９月９日（土）に設けました。 

   →９月７日（木）の公開練習は、長瀞射場のクラブハウスに申込みをして 

下さい。８日と９日は申込はいりません。 

  ○銃器服装検査の時間を変更しました。 

   →事前チェックは銃器のみとなる予定です。検査表と銃、許可証、会員証、

射手手帳をお持ち下さい。 

→他の装具は自主検査ができます。 

２）新型ＢＰのレンタルについて 

  ○レンタル銃で試合に参加する選手が男子で６名、女子で５名おります。現在 

３～４丁のレンタル中を用意しておりますが、希望される全選手分は用意で 

きておりません。当日までできるだけ用意するようには努めますが、１丁に 

つき３～４名で交代で使うことになりますので、ご了承下さい。 

  ○使用銃につきましては、大会当日に分かるようにしておきます。 

 

本年度より長瀞開催となります。運営全般にわたりご迷惑をお掛けすることが予

想されますが、ジュニアの国内最高峰の試合として相応しい大会となるように努め

て参ります。残暑の予想されます長瀞射場でお待ちしております。 

 

       埼玉県ライフル射撃協会 松田信義（栄北高校） 



平成２９年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

兼 第２８回ＩＳＳＦジュニアライフル射撃競技選手権大会 

☆大会スケジュール☆ 

【９月７日（木）】 

   ○公開練習（ＡＰ・ＡＲ・ＢＰ・ＢＲ）  

１３：００～１７：００（６０分×４回転） 

   ＊ＡＰ・ＡＲの公開練習は、各自、長瀞射場へ直接申し込み。 

    前日練習となるＡＰを優先します。 

   ＊ＢＰ・ＢＲの練習に関しては、準備状況次第で開始時間が遅れる可能性があります。 

【９月８日（金）】 

   ○開会式      ９：００～ 

○ＡＰ６０ＪＭ   第１射群 １０：００ ～ １１：１５ 

○ＡＰ４０ＪＷ   第１射群 １２：００ ～ １２：５０ 

○ＢＰ６０ＪＭ   第１射群 １０：００ ～ １０：４５ 

          第２射群 １１：２５ ～ １２：１０ 

○ＢＰ４０ＪＷ   第１射群 １２：５０ ～ １３：３５ 

          第２射群 １４：１５ ～ １５：００ 

   ○前日練習 ＡＲ  １４：００ ～ １７：００（６０分×３回転） 

         ＢＲ  １５：３０ ～ １７：００（３０分×３回転） 

   ○銃器服装検査    ８：１５ ～ １７：００ 

【９月９日（土）】 

○１０ｍＡＲＳ６０ＪＭ 

      第１射群    ９：００ ～ １０：１５ 

      第２射群   １１：００ ～ １２：１５ 

      ファイナル  １３：４５ ～ 

   ○ＢＲＳ４０ＪＷ 

      第１射群    ９：００ ～  ９：３０ 

      第２射群   １０：１０ ～ １０：４０ 

      第３射群   １１：２０ ～ １１：５０ 

      ファイナル  １３：００ ～ 

   ○前日練習 ＡＲ  １５：００ ～ １７：００（４０分×３回転） 

         ＢＲ  １５：３０ ～ １７：００（３０分×３回転） 

   ○銃器服装検査    ９：００ ～ １７：００ 

【９月１０日（日）】 

   ○１０ｍＡＲＳ４０ＪＷ 

      第１射群    ９：００ ～  ９：５０ 

      第２射群   １０：３０ ～ １１：２０ 

      ファイナル  １２：３０ ～ 

   ○ＢＲＳ６０ＪＭ 

第１射群    ９：００ ～  ９：４５ 

      第２射群   １０：２５ ～ １１：１０ 

      第３射群   １１：５０ ～ １２：３５ 

      ファイナル  １３：４５ ～ 

   ○閉会式      競技終了後 

   ○銃器服装検査    ９：００ ～ １１：５０ 

＊大会要綱とタイムスケジュールが大幅に異なります。 

＊公式練習の日程が追加されております（＊下線部）。 


