
大会期日 令和４年７月１６日（土）～１８日（月）

競技会場 宮城県石巻市  『ｎｅｘライフル射撃場』

７月１６日（土）
自由練習　　１０：００　～　１６：００

用具検査　　１０：００　～　１７：００

自由練習　　１０：００　～　１６：００

用具検査　　１０：００　～　１７：００

ＢＲ６０　１射群　　　　９：００～９：４５ ＢP６０W  １射群　　 　９：００～９：４５

ＢＲ６０　２射群　　１０：２５～１１：１０ ＢP６０W  ２射群 　１０：２５～１１：１０

ＢＲ６０　３射群　　１１：５０～１２：３５ ＢP６０W  ３射群 　１１：５０～１２：３５

ＢＲ６０　４射群　　１３：１５～１４：００

ＢＰ６０Ｗファイナル　　１３：３０～

ＢＲ６０ファイナル　　１５：００～ 出頭時刻　　　　　　　 　１３：００

出頭時刻　　　　　　　１４：３０

ＢＲＴ６０ＭＷ　１射群

ＢＲ６０ファイナル終了後

１６：３０～１７：２０を予定

ＢＲ６０W  １射群　 　　９：００～９：４５ ＢP６０　  １射群　　 　９：００～９：４５

ＢＲ６０W  ２射群 　１０：２５～１１：１０ ＢP６０　  ２射群 　１０：２５～１１：１０

ＢＲ６０W  ３射群 　１１：５０～１２：３５ ＢP６０　  ３射群 　１１：５０～１２：３５

ＢＲ６０W  ４射群 　１３：１５～１４：００

ＢＰ６０ファイナル　　 　１３：３０～

ＢＲ６０Ｗファイナル　１５：００～ 出頭時刻　　　　　　　 　１３：００

出頭時刻　　　　　　　 １４：３０

　　　　　　　　閉会式　　　　　　７月１８日（月）　試合終了後準備が整い次第実施 　　 

２０２２年度
全日本ライフル射撃競技選手権大会

（ＢＲ・ＢＰ）

競　　技　　日　　程　　表

　　　　　　　 　会場

  月日
１０ｍ射撃場 ＢＲ射撃場

７月１７日（日）

７月１８日（月）

大 会 次 第
自由練習　　　　　７月１６日（土）　　　　　１０：００～１６：００

※ 自由練習を行う方は別途射場使用料を徴求させて頂きます

　　　　　　　　表彰式　　　　　　各日ともファイナル終了後当日種目の表彰を行う 



2022年度全⽇本ライフル射撃競技選⼿権⼤会(ＢＲ・ＢＰ)射座割⼀覧表
会場  nexライフル射撃場(宮城県ライフル射撃場)
1⽇⽬ 令和4年7⽉17⽇(⽇)
10m射場 1⽇⽬
BR60  1射群 9:00〜9:45 BR60  2射群 10:25〜11:10
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
1-01 2-01
1-02 宮城 ⻘⽊ 啓輝 東北⽣活⽂化⼤学⾼等学校 2-02 宮城 吉松 隼 仙台育英学園⾼等学校

1-03 徳島 ⼯藤 達也 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校 2-03 徳島 杉原 ⼀志 徳島県⽴城⻄⾼等学校

1-04 栃⽊ 潮⽥ 歩夢 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 2-04 ⼭⼝ ⼤隅 望夢 野⽥学園⾼等学校
1-05 茨城 関 海唯⽃ 茨城県⽴⻤怒商業⾼等学校 2-05 茨城 ⽯島 帆⼈ 茨城県⽴⻤怒商業⾼等学校

1-06 徳島 古川 凌⼤ 徳島県⽴城⻄⾼等学校 2-06 東京 中島 諒太 明治⼤学付属中野⾼等学校

1-07 秋⽥ 榎 春⾳ 令和⾼校２年 2-07 栃⽊ 三村 夢⽣ 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

1-08 宮城 ⼯藤 凌太 仙台育英学園⾼等学校 2-08 宮城 ⾓⽥ 零旺 秀光中学校
1-09 ⾼知 森岡 俊充 ⾼知⾼等学校 2-09 千葉 早川 楓 千葉県⽴佐倉東⾼等学校

1-10 神奈川 ⻫藤 直⼈ 横須賀市⽴神明中学校 2-10 徳島 ⼋⽊ 翔成 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校

1-11 ⻑崎 森 涼太 ⻑崎南⾼等学校 2-11 宮城 早坂 洸哉 仙台育英学園⾼等学校

1-12 愛媛 福岡 桂吾 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校 2-12 徳島 ⻘⽊ 優也 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校

1-13 埼⽟ 鯉沼 巧光 栄北⾼等学校 2-13 宮城 ⼭路 空 仙台育英学園⾼等学校

1-14 栃⽊ ⽥村 圭椰 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 2-14 愛媛 ⼭﨑 ⼀樹 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校

1-15 宮城 ⽊村 伊織 仙台育英学園⾼等学校 2-15 宮城 太⽥ 義克 仙台育英学園⾼等学校

1-16 徳島 池⾕ 宇司 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校 2-16 徳島 ⼾⽥ 陽翔 徳島県⽴⼩松島⾼等学校

1-17 岐⾩ 篠⽥ 瑛⽃ 岐⾩市⽴岐⾩⻄中学校 2-17 ⾼知 森光 亮太 ⾼知⾼等学校
1-18 2-18

BR60  3射群 11:50〜12:35 BR60  4射群 13:15〜14:00
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
3-01 4-01
3-02 宮城 熊⽊ 聖太 仙台育英学園⾼等学校 4-02
3-03 ⾼知 増⽥ 光祥 ⾼知⾼等学校 4-03 徳島 藤本 真輝 徳島県⽴城⻄⾼等学校

3-04 徳島 ⼭⽥ 脩⼈ 徳島県⽴⼩松島⾼等学校 4-04 佐賀 ⾺場 翔吾 佐賀学園⾼等学校
3-05 茨城 滝⽥ 壮⼀郎 茨城県⽴⻤怒商業⾼等学校 4-05 秋⽥ 渡邊 結翔 秋⽥北中学３年
3-06 ⻑崎 中川 優希 ⻑崎南⾼等学校 4-06 千葉 實川 巧起 横芝光町⽴光中学校
3-07 宮城 佐々⽊ 容堂 仙台育英学園⾼等学校 4-07 茨城 太⽥ 智也 茨城県⽴⻯ヶ崎第⼀⾼等学校

3-08 徳島 桑坂 昂樹 徳島県⽴⼩松島⾼等学校 4-08 ⼭⼝ ⼤隅 望夢 野⽥学園⾼等学校
3-09 栃⽊ 藤川 暁匡 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 4-09 神奈川 ⻫藤 直⼈ 横須賀市⽴神明中学校

3-10 愛媛 渡邊 雅⼰ 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校 4-10 東京 湊 祐貴 明治⼤学付属中野⾼等学校

3-11 茨城 上野 航 茨城県⽴⻯ヶ崎第⼀⾼等学校 4-11 神奈川 ⻤丸 理央 横須賀市⽴坂本中学校

3-12 埼⽟ 津⽥ 隆乃介 栄北⾼等学校 4-12 北海道 ⽵内 星流 北海道科学⼤学⾼校
3-13 徳島 ⼭川 陽⼤ 徳島県⽴城⻄⾼等学校 4-13 栃⽊ 藤川 七樹聖 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

3-14 ⾼知 ⼭本 零侍 ⾼知中学校 4-14 徳島 尾崎 颯汰 徳島県⽴⼩松島⾼等学校

3-15 神奈川 ギャンビル 海⾳ 星槎⾼校 4-15 千葉 和⽥ 晃輝 千葉県市川市⽴第三中学校

3-16 千葉 佐藤 司 茂原北陵⾼等学校 4-16 宮城 ⼭中 拓海 仙台育英学園⾼等学校

3-17 宮城 髙橋 希実 仙台育英学園⾼等学校 4-17
3-18 4-18

ファイナル 15:00〜
出頭時刻 14:30〜



BRT60MW 1射群    16:30〜17：20
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
1-01
1-02
1-03 宮城 ⽇野 美琴 東北⾼校教員
1-04 宮城 後藤 良⼀ 宮城県⾝障者射撃連盟

1-05 宮城 阿部 裕紀⼦ 仙台育英学園⾼校教員

1-06 宮城 湯村 吉昭 宮城県⾝障者射撃連盟

1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18

BRT60MWについてはBR60のファイナル終了後
に実施するので時間を変更する場合も有ります



2022年度全⽇本ライフル射撃競技選⼿権⼤会(ＢＲ・ＢＰ)射座割⼀覧表
会場  nexライフル射撃場(宮城県ライフル射撃場)
2⽇⽬ 令和4年7⽉18⽇(⽉)
10m射場 2⽇⽬
BR60W  1射群 9:00〜9:45 BR60W  2射群 10:25〜11:10
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
1-01 2-01
1-02 埼⽟ ⼩宮⼭ 和花 栄北⾼等学校 2-02 栃⽊ 鈴⽊ 仁⼦ 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

1-03 ⼭形 ⼤⽵ くるみ ⼭形県⽴南陽⾼校 2-03 ⼭形 佐藤 ⿇緒 ⼭形県⽴南陽⾼校
1-04 宮城 武⼭ 夏姫 秀光中学校 2-04 愛媛 岡本 智彩葵 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校

1-05 ⼭形 平⽥ 夏寧 ⼭形県⽴南陽⾼校 2-05 徳島 乾 紗綺 徳島県⽴阿南光⾼等学校

1-06 ⾼知 ⽵倉 みお ⾼知学芸⾼等学校 2-06 ⼭形 平 ⼩鈴 ⼭形県⽴南陽⾼校
1-07 宮城 秋⼭ 歩乃華 仙台育英学園⾼等学校 2-07 茨城 ⻄柳 来未  茨城県⽴取⼿第⼀⾼等学校

1-08 徳島 ⽇開 彩華 徳島県⽴城⻄⾼等学校 2-08 宮城 梶原 ダリア 仙台育英学園⾼等学校

1-09 和歌⼭ ⼟井 菜々椛 桐蔭⾼校 2-09 千葉 島村 茜 千葉県⽴佐倉⻄⾼等学校

1-10 ⼭形 平⽥ 夏寧 ⼭形県⽴南陽⾼校 2-10 ⾼知 川村 悠夏 ⾼知市⽴春野中学校
1-11 愛媛 新⾕ ⼼ 愛媛県⽴内⼦⾼等学校 2-11 宮城 藤本 和 仙台育英学園⾼等学校

1-12 埼⽟ ⼩⾕野 夏希 栄北⾼等学校 2-12 ⼭形 ⼟屋 優⽉ ⼭形県⽴南陽⾼校
1-13 宮城 武市 愛理 仙台育英学園⾼等学校 2-13 和歌⼭ ⽊下 絵蓮 粉河⾼校
1-14 ⼭形 ⼤⽵ くるみ ⼭形県⽴南陽⾼校 2-14 佐賀 松尾 好梨 佐賀清和⾼等学校
1-15 栃⽊ 𣘺本 もえ花 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 2-15 ⼭形 佐藤 ⿇緒 ⼭形県⽴南陽⾼校
1-16 宮城 ⼩野 優華 仙台育英学園⾼等学校 2-16 埼⽟ 北村 倖江 栄北⾼等学校
1-17 ⾼知 村中 美⽉ ⼟佐⾼等学校 2-17 宮城 髙橋 花 仙台育英学園⾼等学校

1-18 ⼤分 ⼯藤 美⽻ ⼤分県⽴由布⾼等学校 2-18 ⼭形 平 ⼩鈴 ⼭形県⽴南陽⾼校

BR60W  3射群 11:50〜12:35 BR60W  4射群 13:15〜14:00
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
3-01 4-01
3-02 栃⽊ 上野 唯愛 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 4-02 栃⽊ 篠﨑 由希 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

3-03 東京 林 伽菜⼦ 中央⼤学附属⾼等学校 4-03 茨城 池⽥ こころ 茨城県⽴⻯ヶ崎第⼀⾼等学校

3-04 宮城 寺尾 結⾐ 仙台育英学園⾼等学校 4-04 埼⽟ ⼩川 輝⾥ 栄北⾼等学校
3-05 千葉 ⼤島 佳⽉ 千葉県⽴実籾⾼等学校 4-05 ⼭形 ⼟屋 優⽉ ⼭形県⽴南陽⾼校
3-06 ⼭形 早坂 彩花 東北⽂教⼤学⼭形城北⾼校 4-06 宮城 古内 ⾵歩 東北⽣活⽂化⼤学⾼等学校

3-07 徳島 ⻑坂 夢 徳島県⽴阿南光⾼等学校 4-07 ⼭⼝ 村元 柚⽉ 野⽥学園⾼等学校
3-08 ⼭⼝ 藏重 碧 野⽥学園⾼等学校 4-08 ⼭形 早坂 彩花 東北⽂教⼤学⼭形城北⾼校

3-09 徳島 熊尾 弥⽉ 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校 4-09 宮城 ⾨脇 知花 東北⽣活⽂化⼤学⾼等学校

3-10 ⾼知 ⽚⼭ 潤 ⾼知国際中学校 4-10 徳島 郡 夢⾐ 徳島県⽴⼩松島⾼等学校

3-11 岐⾩ ⽯⽥ 紬葵 岐⾩市⽴本荘中学校 4-11 茨城 ⾼橋 磨桜 茨城県⽴⻯ヶ崎第⼀⾼等学校

3-12 徳島 ⽥中 楓⾹ 徳島県⽴城⻄⾼等学校 4-12 埼⽟ 鈴⽊ 優杏 栄北⾼等学校
3-13 ⼤分 市⾨ 果穏 ⼤分県⽴由布⾼等学校 4-13 東京 古源 ⽂ ⽇本⼤学櫻丘⾼等学校

3-14 和歌⼭ ⽊下 真綸 和歌⼭⾼校 4-14 ⼭形 阿部 暁梨沙 横⼭中学校
3-15 愛媛 須上 幸恵 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校 4-15 栃⽊ ⼩林 和奈 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

3-16 ⼭⼝ 村元 柚⽉ 野⽥学園⾼等学校 4-16 ⼭⼝ 藏重 碧 野⽥学園⾼等学校
3-17 秋⽥ ⼩川 愛華 秋⽥城南中学３年 4-17 宮城 ⼩林 まなみ 富沢中学校
3-18 愛媛 ⾦元 愛美 愛媛県⽴内⼦⾼等学校 4-18

ファイナル 15:00〜
出頭時刻 14:30〜



2022年度全⽇本ライフル射撃競技選⼿権⼤会(ＢＲ・ＢＰ)射座割⼀覧表
会場  nexライフル射撃場(宮城県ライフル射撃場)
1⽇⽬ 令和4年7⽉17⽇(⽇) 2⽇⽬ 令和4年7⽉18⽇(⽉)
BR射場 1⽇⽬ BR射場 2⽇⽬
BP60W   1射群 9:00〜9:45 BP60   1射群 9:00〜9:45
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
1-01 1-01
1-02 北海道 林保 ゆら 北海道科学⼤学⾼校 1-02
1-03 千葉 鈴⽊  瑞歩 東海⼤学付属市原望洋⾼等学校 1-03 宮城 髙橋 希実 仙台育英学園⾼等学校

1-04 北海道 齋藤 凪沙 北海道科学⼤学⾼校 1-04 福岡 杉本 創⼀郎 福岡県⽴太宰府⾼等学校

1-05 ⼭形 髙橋 杏奈 ⼭形県⽴南陽⾼校 1-05 北海道 橋本 拓⾺ 北海道科学⼤学⾼校
1-06 秋⽥ 三浦 寿花 秋⽥城南中学３年 1-06 千葉 兼澤 光輝 千葉県⽴茂原樟陽⾼等学校

1-07 茨城 仮名 柊⽉空 茨城県⽴取⼿第⼀⾼等学校 1-07 茨城 森⽥ 匡哉 茨城県⽴中央⾼等学校

1-08 東京 早川 紗智 ⽇本⼤学櫻丘⾼等学校 1-08 東京 柴⼭ 響輝 都⽴東村⼭⾼等学校
1-09 ⼤分 ⽥中 陽彩 東九州⿓⾕⾼等学校 1-09 栃⽊ ⻘柳 ⻫来 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校

1-10 ⼭形 髙橋 杏奈 ⼭形県⽴南陽⾼校 1-10 徳島 ⼋⽊ 翔成 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校勝浦校

1-11 栃⽊ 栁 楓夏 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 1-11
1-12 1-12

BP60W   2射群 10:25〜11:10 BP60   2射群 10:25〜11:10
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
2-01 2-01
2-02 徳島 平⽯ 有理沙 徳島県⽴城⻄⾼等学校 2-02
2-03 秋⽥ ⼤信⽥ 光琉 ⼤曲中学校２年 2-03 宮城 佐々⽊ 容堂 仙台育英学園⾼等学校

2-04 ⼭形 鏡 愛 東北⽂教⼤学⼭形城北⾼校 2-04 福岡 ⽚⼭ 直志 福岡県⽴太宰府⾼等学校

2-05 北海道 加藤 ⿇椰 北海道科学⼤学⾼校 2-05 ⼤分 佐藤 宗哉 ⼤分県⽴由布⾼等学校

2-06 栃⽊ ⽥﨑 美⽻ 栃⽊県⽴真岡北陵⾼等学校 2-06 ⻑崎 内⽥ 翼 ⻑崎北⾼等学校
2-07 宮城 武市 愛理 仙台育英学園⾼等学校 2-07 佐賀 井⼝ 聡太 北陵⾼等学校
2-08 ⼭形 鏡 愛 東北⽂教⼤学⼭形城北⾼校 2-08 愛媛 ⼭﨑 ⻯成 愛媛県⽴伊予農業⾼等学校

2-09 北海道 藤⽥ 陽南 北海道科学⼤学⾼校 2-09 秋⽥ 平川 慶真 秋⽥⾼専１年
2-10 埼⽟ 倉⽥ 萌⾐ 栄北⾼等学校 2-10 茨城 森⽥ 馨介 茨城県⽴取⼿第⼀⾼等学校

2-11 千葉 中島 七瀬 茂原北陵⾼等学校 2-11
2-12 2-12

BP60W   3射群 11:50〜12:35 BP60   3射群 11:50〜12:35
射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等 射座 所属 選⼿ 学校・勤務先等
3-01 3-01
3-02 ⾼知 阿部 花論 ⼟佐⼥⼦⾼等学校 3-02
3-03 宮城 ⼩野 優華 仙台育英学園⾼等学校 3-03 東京 ⽯井 洸亮 明治⼤学付属中野中学校

3-04 佐賀 ⽯井 天菜 ⾶⿃未来⾼等学校 3-04 宮城 ⽥村 響 東北⽣活⽂化⼤学⾼等学校

3-05 秋⽥ ⻄⽥ 葵 JOCエリートアカデミー 3-05 岐⾩ ⻑屋 佳芽 岐⾩市⽴岩野⽥中学校

3-06 茨城 ⻘野 ⼩春 茨城県⽴取⼿第⼀⾼等学校 3-06 千葉 油井 政⼈ 茂原北陵⾼等学校
3-07 東京 駒⽥ 夏⽮ 中央⼤学附属⾼等学校 3-07 ⼭形 菅野 ⼼ ⽶沢第３中学校
3-08 ⼤分 ⽮治 あずさ 東九州⿓⾕⾼等学校 3-08 北海道 保⾥ 千春 北海道科学⼤学⾼校
3-09 ⼭形 桃井 しおり ⼭形第3中学校 3-09 埼⽟ 横⽥ ⼤和 栄北⾼等学校
3-10 北海道 荻原 梨乃 北海道科学⼤学⾼校 3-10
3-11 3-11
3-12 3-12
ファイナル 13:30〜 ファイナル 13:30〜
出頭時刻 13:00〜 出頭時刻 13:00〜


