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２０２０年度

ヤングスターランクリスト競技大会

《G3》

☆本要項の会場、参加申込などについては日ラ公式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

２０２０年度

ヤングスターランクリスト競技大会

２．主

催

各関係加盟団体

３．主

管

各関係加盟団体

４．後

援

日本ライフル射撃協会

５．期

日

サマーカップ：２０２０年 ７月 ４日（土）、５日（日）
オータムカップ：２０２０年 １０月３１日（土）、１１月１日（日）
ウィンターカップ：２０２１年 １月 １６日(土)、 １７日(日)

６．会

場

（1）指定会場
後述17．参加申込に記載の指定会場で開催予定です。
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、
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 Ｇ３の競技会運営体制がとれること。

公益社団法人

日本ライフル射撃協会

公認試合

ジュニア育成委員会

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

小中学生：ＡＲ６０Ｍ、ＡＲ６０Ｗ
小中学生：ＢＲ６０Ｍ、ＢＲ６０Ｗ
小学生：ＡＲ４０Ｍ、ＡＲ４０Ｗ
小学生：ＡＲ自由姿勢４０ＭＷ
小学生：ＢＲ４０、ＢＲ４０Ｗ
小学生：ＢＲ自由姿勢４０ＭＷ
小中学生：ＡＰ６０、ＡＰ６０Ｗ
小中学生：ＢＰ６０、ＢＰ６０Ｗ
小学生：ＡＰ４０、ＡＰ４０Ｗ
小学生：ＡＰ自由姿勢４０ＭＷ
小学生：ＢＰ４０、ＢＰ４０Ｗ
小学生：ＢＰ自由姿勢４０ＭＷ

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。全国の参加選手の成績については
当協会ホームページ上にて、各種目ランキング表を公表します。

11．競 技 規 則

原則として射撃競技規則最新版による。
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。
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、合計点数を小数点まで
記載した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３の記載通り、1級と初段の同時受験は禁止。
（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 (2)１０ｍエアピストル
(3)１０ｍビームライフル (4)１０ｍビームピストル

13．参 加 資 格

(1)日本ライフル射撃協会登録済の小学生、中学生の会員
(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。（入会金５００円、年会費１０００円）
(3)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

各会場の状況により、制限することがあります。

15．表

日本ライフル射撃協会に申請のあった会場の成績を全国参加者で集計し
各大会毎、各カテゴリーの上位３名に表彰状・賞品を後日郵送します。
参加者１０名以下のカテゴリーは表彰しません。

彰

16．参 加 料

各種目2,000円／１回（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。
☆随時、新規会場の追加指定等を行いますので、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。
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、2020年度の日ラ会員ＩＤ、出場種目

※会場、申込先等は変更されることがありますので、詳細は日ラ公式Webサイトで必ずご確認下さい。
１）ｎｅｘライフル射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
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
（E-mail rz4y-igrs@nifty.com ）
2）横須賀市営くりはま花の国ＡＲ射場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
神奈川県横須賀市神明町１番地 （Tel 046-833-6990）
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
3）新潟県立胎内ライフル射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
新潟県胎内市熱田坂８８１－９２
ＴＥＬ０２５４－４８－３２０８
申込先 新潟県ライフル射撃協会
西澤精一 TEL: 090-2623-0259
ＦＡＸ ０２５４－４８－３６００
（Ｅ-mail:t.rifle@iplus.jp）
5）長崎県小江原町 長崎県小江原射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
長崎県長崎市小江原5-1-10 （Tel 095-845-0108）
申込先:〒852-8103 長崎市緑町13-15 鍵山博 （Tel/Fax 095-845-3340）
6）和歌山県立ライフル射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
和歌山県海南市高津字大北原1181
申込先 和歌山県ライフル射撃協会 出来可也
FAX:073-423-0735 (E-mail: dekisuke@gold.ocn.ne.jp)
7) 秋田県立総合射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
秋田県由利本荘市岩城町道川字新田沢４３（Tel 0184-73-3900）
申込先 〒010-0909
秋田県秋田市寺内児桜一丁目５－６３
秋田県ライフル射撃協会 近 藤 貞 夫 宛
Tel・Fax：018-857-2879 E-mail：skon007@lime.plala.or.jp
8） 沖縄県ライフル射撃場 〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
沖縄県南城市大里大里１３２９番地（℡098-945-9911）
沖縄県ライフル射撃協会事務局 仲本渚宛
９) 高知県立春野運動公園ライフル射撃場
〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
高知県高知市春野町芳原2485
申込先：高知県ライフル射撃協会 事務局 井上 多津 宛
FAX：088-863-1892
E-mail：tazu.i@peace.ocn.ne.jp
10）熊本県総合射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
熊本県上益城群益城町砥川３５８６ （Tel 096-288-8805）
申込先:〒862-0949 熊本市中央区国府２－５－３６ 小早川 央
Tel 090-5475-8385 E-mail kumamoto.rifle@gmail.com

11）埼玉県長瀞射撃場〔ＡＲ・ＡＰ・ＢＲ・ＢＰ〕
埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷２３９５－１

TEL:0494-66-1111

FAX:0494-66-1112

申込先：〒334-0015 埼玉県越谷市花田718-57 埼玉県ライフル射撃協会 田中僚一郎
Email : rifle@saitama.email.ne.jp
Tel 048-964-3762 Fax 048-966-7541
12) 南陽市ライフル射撃場 〔ＢＲ・ＢＰ〕
申込先： 山形県南陽市川樋３８０
TEL/FAX : 0238-49-2029
13）埼玉県立スポーツ総合センター〔BR・BP〕
埼玉県上尾市東町3-1679
TEL：048-774-5551
申込先：〒334-0015 埼玉県越谷市花田718-57 埼玉県ライフル射撃協会 田中僚一郎
Email : rifle@saitama.email.ne.jp
Tel 048-964-3762 Fax 048-966-7541
14）愛知県総合射撃場〔BR・BP〕
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑１２－９５
TEL：０５６５－９０－３９７１
申込先： 愛知県ライフル射撃協会 甲斐伸一
Email : shooter_kai1968@yahoo.co.jp (kaiの前はアンダーバー・_kai) Fax 0566-98-7567
15) ＮＴＣ屋内トレーニングセンター・イースト射撃場〔AR・AP〕
参加資格：ＥＡ選手
問い合わせ先： 日ラ強化室 nraj.kyoka@gmail.com
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
大野 明敏
競技委員長
22．日ラホームページ
http://www.riflesports.jp/
20. 公 式 練 習 実施しません。
21. 大会責任者

大会委員長
競技委員長
22．日ラホームページ

三木容子
藤井彌
http://www.riflesports.jp/

