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平成２９年度
第１７回冬季ＡＲ・ＡＰランクリスト競技会

《G3,G3+》

☆本要項の会場、参加申込などについては11月に日ラ公式Webサイトに掲載する最終版の要項で
ご確認のうえお申し込みください。
１．大

会

名

平成２９年度第１７回冬季ＡＲ・ＡＰランクリスト競技会

２．主

催

公益社団法人

３．主

管

各地区ブロック射撃連盟

４．後

援

５．期

日

平成２９年１２月
平成３０年 １月
平成３０年 ２月

６．会

場

（1）指定会場

日本ライフル射撃協会

２日(土)、
６日(土)、
３日(土)、

３日(日)
７日(日)
４日(日)

後述17．参加申込に記載の指定会場で開催予定です。
（なお、この要項には平成２８年度開催実績のある会場を記載しています）
後述の指定会場以外に以下の条件も満たす会場設営が可能で、当該地区
ブロック射撃連盟が主催する場合は、日ラ事務局経由で競技運営委員会
に申し込んでください。
① 会場が日ラの公認射撃場であること。
② ５的以上の射座で同時に競技ができること。
③ Ｇ３（Ｇ３＋）の競技会運営体制がとれること。
７．開

会

式

実施しません。

８．閉

会

式

実施しません。

９．競 技 種 目

ＡＲ種目：１０ｍＳ６０Ｍ、１０ｍＳ４０Ｗの２種目
ＡＰ種目：１０ｍＡＰ６０Ｍ、１０ｍＡＰ４０Ｗの２種目
平成２９年１２月３１日現在で２１歳未満のジュニア選手の記録は
自動的に一般とジュニアの部両方のランキングに有効とする。

10．競 技 方 法

競技は個人戦で、各月の上記の連続する土日の２日間の内各日１回、もしくは同じ
日の違う射群に出場して２日間で合計２回まで競技をすること。連続する土日で３回
以上競技を行なったものは、その土日での３回目以降の成績を無効とします。
成績の各会場分は当日中に当該会場に掲示する。通信競技会全員の成績については
当協会ホームページ上の各選手のランキング成績に加えて掲示します。

11．競 技 規 則

ライフル射撃競技規則

最新版による。

空気けん銃の出場実績は、同一月に２回以上参加であっても、最初の１回のみとする。
Ｇ３の競技会では、記録の公認、段級受験も可ですが、日本記録の公認はされません。
Ｇ３＋の競技会では、上記に加え、日本記録の公認が行われます。
１）記録は、競技後にエクセルの書式で入力した参加者全員

（氏名、所属、西暦の

生年月日、日ラ会員ＩＤ、射群、射座番号、各シリーズの点数、合計点数を必ず入力
のこと）の成績表を協会事務局まで電子メールにて送付してください。
※競技日は必ず記載すること。
※同一日に２回競技を行った者については、１回目、２回目と必ず記載すること。
２）上位者の標的を送付いただく必要はありません。

３）射座割りは主管団体の判断により、参加者の便宜をできるだけはかること。射群を
エントリー時等にあらかじめ指定し、射群内の射座については当日抽選等で指定して
も可とします。
４）ファイナル競技は実施しません。
５）段級の受験について。第15条の３記載通り。１級から初段への同時受験禁止。
（同月の競技会では受験できません）
また同一種目を受験する場合、１日１競技でしか受験できません。
（最初の競技でしか段級は受験できません。複数受験は可）
12．使 用 標 的

(1)１０ｍエアライフル

電子標的またはＡＲ９号Ｇ標的（１発撃ち込み）

(2)１０ｍエアピストル

電子標的またはＡＰ４号Ｇ標的（１発撃ち込み）
※《Ｇ３》はＡＰ４号Ｇ標的（２発撃ち込み）でも可

13．参 加 資 格

下記の条件を満たす者とします。
(1)日本ライフル射撃協会会員登録済みの者。
(2)上記の未登録者であっても、主管団体の判断で試合当日までに必要費用を添えて
日ラ会員登録の申請をした者。
(2)会場地において、射座数の関係から、参加制限を実施することがあります。

14．参 加 制 限

制限することがあります。

15．表

彰

実施しません。

料

ＡＲ種目は2,000円／１回（40発･60発競技のうち1種目）、ＡＰ種目は4,000円／１回（

16．参

加

40発･60発競技のうち1種目）を目安として、主催者が定めます。主催者が参加可能
と判断する場合には当日参加も認めます。
17．参 加 申 込

下記の各会場の申込先に申し込んでください。
☆毎年秋までに新規会場の追加指定等を行いますので、11月に日ラのホームページに
掲載する本要項の最終版でご確認のうえ申込んでください。
(1)団体申込
大学、高校等の射撃部単位で代表者が射群ごとの希望射座数を申込み、氏名等
必要事項は当日までに連絡する方法も可とします。
(2)個人単位申込
下記の申込先に、次の必要事項を記入した書類を郵送またはＦＡＸで申込んで下さい。
アドレスの表示がある場合はE-mailでも可。
申込必要事項：氏名、所属、西暦の生年月日、２９年度の日ラ会員ＩＤ、出場種目

※会場、申し込み先は、変更されることがありますので、詳細は日ラ公式Webサイトでご確認下さい。
１）北海道札幌市・宮の沢射撃場〔AR・AP〕
〒063-0059 北海道札幌市西区宮の沢４９０番地 （Tel 011-664-6363）
申込先:〒062-0905 札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1 北海道立総合体育センター内
北海道ライフル射撃協会 (Tel/Fax : 011-823-4183）
２）秋田県立総合射撃場（12、2月のみ）〔AR・AP〕
〒018-1304 秋田県由利本庄市岩城道川字新田沢43番地（Tel 08-473-3900）
申込先：〒010-0043 秋田県秋田市桜ガ丘3-10-23
秋田県ライフル射撃協会 伊藤 光長
(Tel/Fax 018-833-8981) (E-mail fu96@cna.ne.jp )
３）宮城県営ライフル射撃場（1、2月のみ）〔AR・AP〕
〒986-2102 宮城県石巻市沢田字金山５１－１ （Tel 0225-97-5429）
申込先:〒981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字南野中沢４０－５１
宮城県ライフル射撃協会 事務局 五十嵐 嘉也
（Tel 022-349-1062 / Fax )
(E-mail mra-jimukyoku@tbz.t-com.ne.jp )
４）山形県南陽市ライフル射撃場（12月のみ）〔AR・AP〕
〒999-2204 山形県南陽市川樋３８０ （Tel 0238-49-2029）
申込先:〒994-0013 天童市老野森2-5-2 阿部栄一郎 （Tel 023-653-3250 Fax3251）
５）栃木県真岡北陵高等学校
〒321-4415 栃木県真岡市下籠谷３９６
申込先 真岡北陵高等学校射撃部 岩田（Tel

0285-82-3415)

６） 新潟県立胎内ライフル射撃場 (12月、2月のみ）
新潟県胎内市熱田坂８８１－９２
（TEL 0254-48-3208)
申込先 新潟県ライフル射撃協会
西澤精一
ＦＡＸ ０２５４－４８－３６００
（Ｅ-mail:t.rifle@iplus.jp）
（Tel 0285-82-3415 / FAX 0285-83-4634）
７）

福井県立ライフル射撃場 AR・AP・BR・BP(DP)
〒918-8155 福井県福井市杉谷町49-40-3
申込先 福井県ライフル射撃協会 事務局 西 政幸
ＦＡＸ 0776-38-6354
（E-mail : msyk24@gmail.com)

８）国際学院高等学校射撃場（高校・大学生に限る）〔AR・AP〕
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室１０４７４ （Tel 048-721-5931）
申込先:同上住所 国際学院射撃部 角谷 （Fax 048-721-5903）
９）千葉県立茂原樟陽高校〔AR・AP〕
〒297-0019 茂原市上林２８３
申込先:千葉県立茂原樟陽高校射撃部 伊藤隆博（E-mail
＊エントリー締切は大会一週間前の日曜日とする。

crhs25@yahoo.co.jp

）

10）東京都早稲田大学射撃場〔AR〕
〒202-0021 東京都西東京市東伏見3-4-66 東伏見ｽﾎﾟｰﾂﾎｰﾙ内（Tel 0424-64-9219）
申込先:担当者 池田佳悟 （早稲田大学射撃部）
（Tel 080-5925-0187）（E-mail waseda.rsc@gmail.com ）
11）台東リバーサイドＳＣ体育館 エアライフル射場（予定）
東京都ライフル射撃協会 事務局 上木 正良
〒174-0073 東京都板橋区東山町5-17
TEL 03-3955-7739
FAX03-3959-3292
申込及び振込先
ゆうちょ銀行 口座番号 00170-0-290521
東京都ライフル射撃協会 競技会２

12）横須賀市営くりはま花の国ＡＲ射場〔AR・AP〕
〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町１番地
申込先:〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町１番地
横須賀市ライフル射撃協会 栗山公秀
（Tel/Fax 046-833-6990）（E-mail yokosukarifle@yahoo.co.jp ）
13）山梨県立八代射撃場〔AR・AP〕
〒406-0832 山梨県笛吹市八代町竹居5737（Tel 055-265-3051）
申込先：川井ひとみ（E-mail kawai.h.3@gmail.com ）
14）富山県福光射撃場〔AR・AP〕
〒939-1681 富山県西砺波郡福光町才川七字風吹山２７番地 （Tel 0763-55-1938）
申込先:〒939-8085 富山県富山市中野新町１丁目３番３１号 松住英樹方
富山県ライフル射撃協会事務局 松住英樹
（Tel 076-421-4427 Fax4487 ）（E-mail
matuzumi@pf.ctt.ne.jp ）
15）スポーツ・パル「高根の郷」〔AR・AP〕
〒426-0131 静岡県藤枝市瀬戸谷１０２５８ （Tel 054-631-1100 Fax1102）
申込先:〒428-0211 静岡県島田市川根町笹間上６６１－４ 澤戸 覚
（Tel 0547-54-0313）
（E-mail swift.3810@gmail.com ）
16）大阪府能勢町ライフル射撃場〔AR・AP〕
〒563-0114 大阪府豊能群能勢町山内１９－１ （Tel 0727-37-2727）
申込先:〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-2-15-305 成山悟史
（Tel/FAX 06-6729-3071）（E-mail nari3104@sraj.net ）
17）つつがライフル射撃場〔AR・AP〕
〒731-3701 広島県山県郡安芸太田町上筒賀猪股山９１９
申込先:〒731-3701 広島県山県郡安芸太田町上筒賀２７７－１
広島県ライフル射撃協会 平井宏治
（Tel/FAX 0826-32-7788）
18）山口ライフル射撃場〔AR・AP〕
〒753-0301 山口県山口市大字仁保上郷字斧とき７８７－１
申込先:〒753-0841山口市吉田3083 Ｃ２-１０１ 寄田奈緒美方
山口県ライフル射撃協会 （Tel/FAX 083-924-3388）
19）徳島市ライフル射撃場〔AR・AP〕
〒779-3133 徳島県徳島市入田町内ノ御田３４８－１ （Tel 088-644-3955）
申込先:同上住所・電話番号で 木内栄一郎
20）熊本県総合射撃場〔AR・AP〕
〒861-2222 熊本県上益城群益城町砥川３５８６ （Tel 096-288-8805）
申込先:〒862-0949 熊本市国府２－５－３６ 小早川 央 （Tel 096-372-2125）
21) 大分県立庄内屋内競技場〔AR・AP〕
〒879-5413 大分県由布市庄内町大龍１３１４ （Tel 097-582-1922（土日のみ））
申込先:〒874-0003 大分県別府市大所一組
安部 定文 方
大分県ライフル射撃協会事務局
(Tel/FAX 0977-67-7687）
22）沖縄県ライフル射撃場〔AR・AP〕
〒901-1202 沖縄県城市大里1329 （Tel 098-945-9911）
申込先：〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅239-2 仲本正樹 方
（Tel 098-867-1110）(Fax 098-863-4110)

18．宿 泊 ･ 昼 食

各自負担とします。

19．銃 器 ･ 弾 薬

各自負担とします。運搬、携帯、保管には特に留意してください。

20. 公 式 練 習

実施しません。

21. 大会責任者

大会委員長

松丸喜一郎

競技委員長

溝部

政司

テクニカルデレゲート
22．日ラホームページ

http://www.riflesports.jp/

