
１， 大会名

２， 主 催

３， 主 管

４， 後 援

５， 期 日

６， 会 場

７， 開会式

8、 閉会式

９，

日程 採点方法 ランクリスト対象

小数点・整数

小数点・整数

７日 小数点・整数

（日） 小数点・整数

小数点・整数 ○
小数点・整数 ○
小数点・整数 ○
小数点・整数 ○

６， 競技時間

７， 競技規則

８， 使用機材

９， 参加資格

10,  定  員

 11, 表  彰

 12, 成績発表

 13, 参 加 料

 14,

 15, 参加申し込み及び問い合わせ

 16, その他

17、 大会責任者

競技種目

2022年度夏季BP/BRスポーツシューティング大会兼ヤングスターランククリスト大会《G３》

（公社）日本ライフル射撃協会 ジュニア育成委員会 

令和４年８月７日（日）

岐阜県会場 開催要項

実施しません

 競技日程・種目・競技方法

競技時間 射座入場時間

2022年度 夏季BR/BPスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト競技大会・

ヤングスターランクリストサマーカップ（BR/BP）・岐阜市民大会

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 各加盟団体

岐阜県ライフル射撃協会

岐阜県岐阜市⾧良福光大野２６７５－２８ 岐阜メモリアルセンター第２トレーニング室

実施しません

小中学生；BR・BP自由姿勢４０M/W

小中学生：BR・BP自由姿勢４０M/W

　９；００ ~ ９；２０ ８；４０～
９；４０ ~ １０；００ ９；２０～

１０；２０ ~ １１；０５ １０；００～
１１；２５~ １２；１０ １１；０５～

 （公社）日本ライフル射撃協会規則集最新版による

１３；１５～
１４；４０ ~ １５：２５ １４；２０～

小中学生；BR・BP６０M/W １５：４５～１６：３０ １５：２５～

小中学生；BR・BP４０M/W

小中学生；BR・BP４０M/W

※参加申し込み状況によっては、各射群及び各種目の変更と時間変更をする場合がある。

小中学生；BR・BP６０M/W

小中学生；BR・BP６０M/W

小中学生；BR・BP６０M/W

１２；３０ ~ １３；１５ １２；１０～
１３；３５~ １４；２０

　各種目１回のみ参加可能とする。但しBRとBP、立射と自由姿勢は別種目であるため出場可能とする。

　会場・日にち違いで２回以上出場した場合、２回目以降は無効となる。

　上記種目のうち、BR60,BR60W,BP60、BP60Wに参加する小学生・中学生はヤングスターランクリスト

　サマーカップとして、別途順位付けを行う。

　岐阜市民大会出場者は、当会場の出場者が対象であり岐阜市民大会として1位～3位を表彰します。

 BR種目 ： ４５名（最大８射座使用）   ・  BP種目 ： １６名（最大6射座使用）

　　いただきます。そのた来場者の方は、射場入り口に射場内モニターを設置しますので映像で観戦

　　していただきます。また、射場内で競技中の選手以外は、マスクの着用を義務付けます。射場内

　　は二酸化炭素測定器を使い適切に喚起を行いますのでご了承願います。

　　非接触型体温計による検温をお願い致します。選手、役員以外の方は射場への入室は禁止させて

⑴　貸し銃を使用する方は事前に調整のため、申し込み時にその旨をお知らせください。

⑵　段級審査を実施します。競技開始前に受験料を添えて受験申請書を提出してください。

⑶　新型コロナウイルス感染予防のため、競技役員、参加選手、その他来場者は入り口で　手指消毒、

 ランクリスト対象種目は入れ替え10分準備および試射時間：１０分  試合時間：４５分

       E-mail ； rsp52276@nifty.com       問い合わせTEL： 058-241-2822

 ビームライフル・ビームピストル公認標的装置（興東電子製ビームライフル・ビームピストルに限る）

 日本ライフル射撃協会会員及び岐阜県ライフル射撃協会会員（岐阜市民大会は自由参加）

 一人２種目までエントリーを受け付ける。但し定員を超えた場合は第１希望種目のみとする場合がある

 表彰は実施しません。（別途、岐阜市民大会参加者は1位～3位を表彰します。）

 成績は、各会場の集計後、協会WEBサイトにて公開します。（岐阜市民大会記録は公開されません。）

 BR/BPとも同額 １種目：日ラ会員は ￥２,000円  一般は￥３,000円

 当日 会場にてお支払い下さい。

　先着順に受け付けますので所定の申込書に必要事項を記入し、令和４年７月３０日（金）までに

　必着で、E-mail　にて申し込みをお願い致します。

　　なお、事前、当日に発熱等の症状があり体調の悪い方は、参加ならびに来場をお控え下さい。

※ コロナまん延防止緊急事態宣言などが発令された場合には、大会を中止します。これに伴う

  参加料は返却しますが交通費・宿泊料などの経費は自己負担となりますのでご了承下さい。

大会委員⾧        松丸喜一郎  

競技委員⾧・TD       成 山 悟 史 ・ 鷲 見 勝 彦



１， 大会名

２， 主 催

３， 主 管

４， 後 援

５， 期 日

６， 会 場

７， 開会式

8、 閉会式

９，

日程 採点方法 ランクリスト対象

小数点・整数

小数点・整数

７日 小数点・整数

（日） 小数点・整数

小数点・整数 ○
小数点・整数 ○
小数点・整数 ○
小数点・整数 ○

６， 競技時間

７， 競技規則

８， 使用機材

９， 参加資格

10,  定  員

 11, 表  彰

 12, 成績発表

 13, 参 加 料

 14,

 15, 参加申し込み及び問い合わせ

 16, その他

17、 大会責任者

小中学生；BR・BP４０M/W

小中学生；BR・BP４０M/W

小中学生；BR・BP自由姿勢４０M/W

小中学生：BR・BP自由姿勢４０M/W

実施しません

実施しません

競技種目

（公社）日本ライフル射撃協会 ジュニア育成委員会 

令和４年８月７日（日）

岐阜県岐阜市⾧良福光大野２６７５－２８ 岐阜メモリアルセンター第２トレーニング室

 競技日程・種目・競技方法

射座入場時間

８；４０～

９；２０～

１０；００～

１１；０５～

競技時間

 BR種目 ： ４５名（最大８射座使用）   ・  BP種目 ： １６名（最大6射座使用）

 一人２種目までエントリーを受け付ける。但し定員を超えた場合は第１希望種目のみとする場合がある

 表彰は実施しません。（別途、岐阜市民大会参加者は1位～3位を表彰します。）

 成績は、各会場の集計後、協会WEBサイトにて公開します。（岐阜市民大会記録は公開されません。）

 BR/BPとも同額 １種目：日ラ会員は ￥２,000円  一般は￥３,000円

※参加申し込み状況によっては、各射群及び各種目の変更と時間変更をする場合がある。

 ランクリスト対象種目は入れ替え10分準備および試射時間：１０分  試合時間：４５分

 （公社）日本ライフル射撃協会規則集最新版による

 ビームライフル・ビームピストル公認標的装置（興東電子製ビームライフル・ビームピストルに限る）

 日本ライフル射撃協会会員及び岐阜県ライフル射撃協会会員（岐阜市民大会は自由参加）

　各種目１回のみ参加可能とする。但しBRとBP、立射と自由姿勢は別種目であるため出場可能とする。

　会場・日にち違いで２回以上出場した場合、２回目以降は無効となる。

　上記種目のうち、BR60,BR60W,BP60、BP60Wに参加する小学生・中学生はヤングスターランクリスト

　サマーカップとして、別途順位付けを行う。

　岐阜市民大会出場者は、当会場の出場者が対象であり岐阜市民大会として1位～3位を表彰します。

⑵　段級審査を実施します。競技開始前に受験料を添えて受験申請書を提出してください。

⑶　新型コロナウイルス感染予防のため、競技役員、参加選手、その他来場者は入り口で　手指消毒、

　　非接触型体温計による検温をお願い致します。選手、役員以外の方は射場への入室は禁止させて

　　いただきます。そのた来場者の方は、射場入り口に射場内モニターを設置しますので映像で観戦

　　していただきます。また、射場内で競技中の選手以外は、マスクの着用を義務付けます。射場内

 当日 会場にてお支払い下さい。

　先着順に受け付けますので所定の申込書に必要事項を記入し、令和４年７月２８日（木）までに

　必着で、E-mail　にて申し込みをお願い致します。

       E-mail ； rsp52276@nifty.com       問い合わせTEL： 058-241-2822

⑴　貸し銃を使用する方は事前に調整のため、申し込み時にその旨をお知らせください。

　　は二酸化炭素測定器を使い適切に喚起を行いますのでご了承願います。

　　なお、事前、当日に発熱等の症状があり体調の悪い方は、参加ならびに来場をお控え下さい。

※ コロナまん延防止緊急事態宣言などが発令された場合には、大会を中止します。これに伴う

  参加料は返却しますが交通費・宿泊料などの経費は自己負担となりますのでご了承下さい。

大会委員⾧        松丸喜一郎  

競技委員⾧・TD       成 山 悟 史 ・ 鷲 見 勝 彦

小中学生；BR・BP６０M/W

小中学生；BR・BP６０M/W

小中学生；BR・BP６０M/W

小中学生；BR・BP６０M/W

１２；１０～

１３；１５～

１４；２０～

１５：２５～

　９；００ ~ ９；２０

９；４０ ~ １０；００

１０；２０ ~ １１；０５

１１；２５~ １２；１０

１２；３０ ~ １３；１５

１３；３５~ １４；２０

１４；４０ ~ １５：２５

１５：４５～１６：３０

2022年度 秋季BR/BPスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト競技大会・

ヤングスターランクリストサマーカップ（BR/BP）・岐阜市民大会

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 各加盟団体

岐阜県ライフル射撃協会

2022年度秋季BP/BRスポーツシューティング大会兼ヤングスターランククリスト大会《G３》

岐阜県会場 開催要項



１， 大会名 2022年度 冬季BR/BPスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト競技大会・

ヤングスターランクリストサマーカップ（BR/BP）

２， 主 催 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 各加盟団体

３， 主 管 岐阜県ライフル射撃協会

４， 後 援 （公社）日本ライフル射撃協会 ジュニア育成委員会 

５， 期 日 令和４年８月７日（日）

６， 会 場 岐阜県岐阜市⾧良福光大野２６７５－２８ 岐阜メモリアルセンター第２トレーニング室

７， 開会式 実施しません

8、 閉会式 実施しません

９，  競技日程・種目・競技方法

日程 競技種目 採点方法 ランクリスト対象 競技時間 射座入場時間

小中学生；BR・BP自由姿勢４０M/W 小数点・整数 　９；００ ~ ９；２０ ８；４０～

小中学生：BR・BP自由姿勢４０M/W 小数点・整数 ９；４０ ~ １０；００ ９；２０～

７日小中学生；BR・BP４０M/W 小数点・整数 １０；２０ ~ １１；０５ １０；００～

（日）小中学生；BR・BP４０M/W 小数点・整数 １１；２５~ １２；１０ １１；０５～

小中学生；BR・BP６０M/W 小数点・整数 ○ １２；３０ ~ １３；１５ １２；１０～

小中学生；BR・BP６０M/W 小数点・整数 ○ １３；３５~ １４；２０ １３；１５～

小中学生；BR・BP６０M/W 小数点・整数 ○ １４；４０ ~ １５：２５ １４；２０～

小中学生；BR・BP６０M/W 小数点・整数 ○ １５：４５～１６：３０ １５：２５～

※参加申し込み状況によっては、各射群及び各種目の変更と時間変更をする場合がある。

　各種目１回のみ参加可能とする。但しBRとBP、立射と自由姿勢は別種目であるため出場可能とする。

　会場・日にち違いで２回以上出場した場合、２回目以降は無効となる。

　上記種目のうち、BR60,BR60W,BP60、BP60Wに参加する小学生・中学生はヤングスターランクリスト

　サマーカップとして、別途順位付けを行う。

　岐阜市民大会出場者は、当会場の出場者が対象であり岐阜市民大会として1位～3位を表彰します。

６， 競技時間  ランクリスト対象種目は入れ替え10分準備および試射時間：１０分  試合時間：４５分

７， 競技規則  （公社）日本ライフル射撃協会規則集最新版による

８， 使用機材  ビームライフル・ビームピストル公認標的装置（興東電子製ビームライフル・ビームピストルに限る）

９， 参加資格  日本ライフル射撃協会会員及び岐阜県ライフル射撃協会会員（岐阜市民大会は自由参加）

10,  定  員  BR種目 ： ４５名（最大８射座使用）   ・  BP種目 ： １６名（最大6射座使用）

 一人２種目までエントリーを受け付ける。但し定員を超えた場合は第１希望種目のみとする場合がある

 11, 表  彰  表彰は実施しません。（別途、岐阜市民大会参加者は1位～3位を表彰します。）

 12, 成績発表  成績は、各会場の集計後、協会WEBサイトにて公開します。（岐阜市民大会記録は公開されません。）

 13, 参 加 料  BR/BPとも同額 １種目：日ラ会員は ￥２,000円  一般は￥３,000円

 14,  当日 会場にてお支払い下さい。

 15, 参加申し込み及び問い合わせ

　先着順に受け付けますので所定の申込書に必要事項を記入し、令和４年７月２８日（木）までに

　必着で、E-mail　にて申し込みをお願い致します。

       E-mail ； rsp52276@nifty.com       問い合わせTEL： 058-241-2822

 16, その他 ⑴　貸し銃を使用する方は事前に調整のため、申し込み時にその旨をお知らせください。

⑵　段級審査を実施します。競技開始前に受験料を添えて受験申請書を提出してください。

⑶　新型コロナウイルス感染予防のため、競技役員、参加選手、その他来場者は入り口で　手指消毒、

　　非接触型体温計による検温をお願い致します。選手、役員以外の方は射場への入室は禁止させて

　　いただきます。そのた来場者の方は、射場入り口に射場内モニターを設置しますので映像で観戦

　　していただきます。また、射場内で競技中の選手以外は、マスクの着用を義務付けます。射場内

　　は二酸化炭素測定器を使い適切に喚起を行いますのでご了承願います。

　　なお、事前、当日に発熱等の症状があり体調の悪い方は、参加ならびに来場をお控え下さい。

※ コロナまん延防止緊急事態宣言などが発令された場合には、大会を中止します。これに伴う

  参加料は返却しますが交通費・宿泊料などの経費は自己負担となりますのでご了承下さい。

17、 大会責任者 大会委員⾧        松丸喜一郎  

競技委員⾧・TD       成 山 悟 史 ・ 鷲 見 勝 彦

2022年度冬季BP/BRスポーツシューティング大会兼ヤングスターランククリスト大会《G３》

岐阜県会場 開催要項



５， 期 日

６， 会 場

７， 開会式

8、 閉会式

９，

日程 射群

1

2

５日 3

（日） 4

5

6

7

8

６， 競技時間

７， 競技規則

８， 使用機材

９， 参加資格

10,  定  員

11, 表  彰

12, 成績発表

13, 参 加 料

14,

15, 参加申し込み及び問い合わせ

16, その他

令和４年２月５日（日）

小中学生；BR・BP自由姿勢４０M/W 　９；００ ~ ９；２０ ８；４０～

小中学生：BR・BP自由姿勢４０M/W ９；４０ ~ １０；００ ９；２０～

岐阜県岐阜市⾧良福光大野２６７５－２８ 岐阜メモリアルセンター第２トレーニング室

実施しません

実施しません

競技日程・種目

競技種目 競技時間 射座入場時間

１５：２５～

小中学生；BR・BP６０M/W １２；３０ ~ １３；１５ １２；１０～

小中学生；BR・BP６０M/W １３；３５~ １４；２０ １３；１５～

小中学生；BR・BP４０M/W １０；２０ ~ １１；０５ １０；００～

小中学生；BR・BP４０M/W １１；２５~ １２；１０ １１；０５～

⑵　段級審査を実施します。競技開始前に受験料を添えて受験申請書を提出してください。

⑶　新型コロナウイルス感染予防のため、競技役員、参加選手、その他来場者は入り口で　手指消毒、

　　非接触型体温計による検温をお願い致します。選手、役員以外の方は射場への入室は禁止させて

　　いただきます。そのた来場者の方は、射場入り口に射場内モニターを設置しますので映像で観戦

　　していただきます。また、射場内で競技中の選手以外は、マスクの着用を義務付けます。射場内

 当日 会場にてお支払い下さい。

　先着順に受け付けますので所定の申込書に必要事項を記入し、令和５年１月２４日（火）までに

　必着で、E-mail　にて申し込みをお願い致します。

       E-mail ； rsp52276@nifty.com       問い合わせTEL： 058-241-2822

⑴　貸し銃を使用する方は事前に調整のため、申し込み時にその旨をお知らせください。

　　は二酸化炭素測定器を使い適切に喚起を行いますのでご了承願います。

　　なお、事前、当日に発熱等の症状があり体調の悪い方は、参加ならびに来場をお控え下さい。

※ コロナまん延防止緊急事態宣言などが発令された場合には、大会を中止します。これに伴う

  参加料は返却しますが交通費・宿泊料などの経費は自己負担となりますのでご了承下さい。

 BR種目 ： ４５名（最大８射座使用）   ・  BP種目 ： １６名（最大6射座使用）

一人２種目までエントリーを受け付ける。但し定員を超えた場合は第１希望種目のみとする場合がある

 表彰は実施しません。

 成績は、各会場の集計後、協会WEBサイトにて公開します。

 BR/BPとも同額 １種目：日ラ会員は ￥1,000円  一般は￥2,000円

※参加申し込み状況によっては、各射群及び各種目の変更と時間変更をする場合がある。

 ランクリスト対象種目は入れ替え10分準備および試射時間：１０分  試合時間：４５分

 （公社）日本ライフル射撃協会規則集最新版による

 ビームライフル・ビームピストル公認標的装置（興東電子製ビームライフル・ビームピストルに限る）

 日本ライフル射撃協会会員及び岐阜県ライフル射撃協会会員

小中学生；BR・BP６０M/W １４；４０ ~ １５：２５ １４；２０～

小中学生；BR・BP６０M/W １５：４５～１６：３０


