
会場名（AR・AP） 会場名（BR・BP） 開催種目
開催日・メッセージ等

担当者 加盟団体等名 WIFI環境
新型コロナウィル
ス感染防止対策

申込先連絡先 エントリー制限

1 札幌市宮の沢屋内競技場 札幌市宮の沢屋内競技場 AR, AP, BR, BP

2020年8月15日（土）－16日（日）

AR及びAPは紙標的のため、エキシビジョンファイナル
を実施する際はBR、BPのみ対象となります。

加藤　大輔 北海道ライフル射撃協会 有り 対策を行う hra@herb.ocn.ne.jp

2 実施しない 山形城北高等学校内射撃場 BR, BP
2020年8月11日（火）

秋場規孝 山形城北高等学校 有り 対策を行う akibanori3@gmail.com
山形城北高等学校の射撃部員に限
る

3 くりはま花の国エアライフル射撃場 くりはま花の国エアライフル射撃場 AR, AP, BR, BP 廣田眞作 横須賀市ライフル射撃協会 有り 対策を行う 046-833-6990

4 茨城県営ライフル射撃場 茨城県営ライフル射撃場 AR, BR, BP 五十嵐治人 茨城県ライフル射撃協会 有り 対策を行う
〒301-0834　茨城県龍ケ崎市古城3087

茨城県立竜ヶ崎第二高等学校　五十嵐治人
0297-62-3078　igarasi.haruto@post.ibk.ed.jp

茨城県内の射撃部生徒に限る（３
年生優先）

5 国際学院高等学校射撃場 国際学院高等学校射撃場 AR, AP, BR, BP 角谷　理沙 埼玉県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う sumiya_risa1225@yahoo.co.jp 埼玉県選手のみ

6 埼玉県長瀞射撃場 埼玉県長瀞射撃場 AR, AP, BR, BP 田中僚一郎 埼玉県ライフル射撃協会 有り 対策を行う 田中僚一郎　rifle@saitama.email.ne.jp

7 山梨県立八代射撃場 山梨県立八代射撃場 AR, BR, BP
山梨県です。普段は各校で練習しているのでファイナ
ルの場所は変更になるかも知れません。

久保田　公博
山梨県高体連ライフル射撃専門
部

有り 対策を行う kubokimi@kai.ed.jp

8 実施しない 千葉県立実籾高等学校 BR, BP 保谷　憲久 千葉県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う sahiga2@yahoo.co.jp

9 神奈川県伊勢原射撃場 神奈川県伊勢原射撃場 AR, AP, BR, BP

２０２０年度全関東ジュニアライフル射撃競技選手権大会の記
録（４０発の時間で運営）を提出します。希望者は当日、申し
出ること。 廣田眞作 神奈川県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う

神奈川県ライフル射撃協会　E - m a i l：official@yahoo.co.jp

FAX：046-833-6990（くりはま花の国エアライフル射撃場内）
〒２５９－１１４１神奈川県伊勢原市上粕屋２９４－１５ 南出裕
志方　神奈川県ライフル射撃協会 事務局 宛

２０２０年度全関東ジュニアライフル射
撃競技選手権大会参加者のみ

10 神奈川県営伊勢原射撃場 神奈川県営伊勢原射撃場 AR, BR, BP 2020年8月12日（水） 高木隆 神奈川県ライフル射撃専門部 無し（本選のみ開催） 対策を行う takataka_generals_101176@yahoo.co.jp

11 千葉県立茂原樟陽高校射撃場 千葉県立茂原樟陽高校射撃場 AR, BR, BP 2020年7月25日 藤平　敏 千葉県立茂原樟陽高校 無し（本選のみ開催） 対策を行う fujihira@m5.dion.ne.jp

12 千葉県立茂原樟陽高等学校 千葉県立茂原高等学校 AR, BR, BP 相馬　朱里 千葉県立茂原高等学校 無し（本選のみ開催） 対策を行う a.sum6@chiba-c.ed.jp

13 明治大学付属中野高等学校射撃場 東京都立桐ヶ丘高等学校体育館 AR, BR, BP
BR/BP　2020年8月22日（土）

佐々木　孝彦 東京都高等学校体育連盟ライフル射撃専門部（東京都中学校高等学校ライフル射撃連盟）無し（本選のみ開催） 対策を行う tokyo.hs.rifle@outlook.jp
ARは明大中野選手のみ。BR/BPは東
京都選手のみ（３年優先）

14

群馬県ライフル射撃場 群馬県ライフル射撃場 AR, BR, BP 吉澤　一也 群馬県ライフル射撃協会／明和
県央高等学校射撃部

有り 対策を行う 明和県央高等学校

〒３７０－３５１１　群馬県高崎市金古町２８

TEL ０２７－３７３－５７７３

群馬県内の射撃部の生徒に限る

15 千葉県総合スポーツセンター射撃場 千葉県総合スポーツセンター射撃場 AR, AP, BR, BP 大小島　滋 千葉県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う cra@pure.ocn.ne.jp 同日１０名まで

16

栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃
場

栃木県立真岡北陵高等学校ライフル射撃場 AR, BR, BP 岩田貴宏 栃木県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う 〒321ｰ4415　栃木県真岡市下籠谷396番地
栃木県立真岡北陵高等学校　岩田貴宏　宛
TEL：0285-82-3415　FAX：0285-83-4634

mail：xhkcm223@yahoo.co.jp

栃木県内の高校射撃部員のみ

17
なし 千葉県立佐倉東高等学校 BR 8月6日 冨澤聡 千葉県立佐倉東高等学校 無し（本選のみ開催） 対策を行う 043-484-1024　tomscats0103@gmail.com 千葉県の高校の射撃部の生徒に限

る。

18 なし 愛知県立豊田南高校 BR, BP 米澤琢朗 愛知県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う
エントリーは甲斐という者が対応します。メールは
shooter_kai1968@yahoo.co.jp

愛知県豊田南高校生限定となります

19 なし 愛知県立岩津高校 BR, BP 米澤琢朗 愛知県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う
エントリーは甲斐という者が対応します。メールは
shooter_kai1968@yahoo.co.jp

愛知県岩津高校限定。一回転で2人
まで

20 愛知県総合射撃場 愛知県総合射撃場 AR, AP, BR, BP 米澤琢朗 愛知県ライフル射撃協会 有り 対策を行う
エントリーは甲斐という者が対応します。メールは
shooter_kai1968@yahoo.co.jp

21 医王山ライフル射撃場 医王山ライフル射撃場 AR, BR, BP 田村達 石川県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う tamracchi@gmail.com
石川県内の高校射撃部員のみ

22 岐阜県立関有知高校中濃校舎AR射撃場 岐阜県立関有知高校中濃校舎体育館特設会場 AR, AP, BR, BP 上野茂男 岐阜県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う
岐阜県各務原市新鵜沼台3-167　電話：0583-70-

4047vyg07044@nifty.com

岐阜県内中・高校生に限る

23 三重県営ライフル射撃場 三重県営ライフル射撃場 AR, AP, BR, BP 安野智也 三重県ライフル射撃協会 有り 対策を行う tomoya19881020@yahoo.co.jp

24 京都府立園部高等学校射撃場 京都府立園部高等学校格技場 AR, BR, BP
8月8日・9日(予定)に行う大会結果を使う予定です

南城　良一
京都府高等学校体育連盟ライフ
ル射撃専門部

対策を行う
kyoto-kogakkan@mkg.ac.jp

25 京都府立園部高等学校射撃場 京都府立園部高等学校挌技場 AR, BR, BP
8月8日（土）・9日（日）

南城　良一
京都府高等学校体育連盟ライフ
ル射撃専門部

無し（本選のみ開催） 対策を行う
京都府南丹市園部町小桜町９７　園部高校　篠原　憲二　電話
0771-62-0051

26
滋賀県立水口高校射撃場　or　県立ライ
フル射撃場

滋賀県立水口高校 AR, BR, BP 梅田貴文 滋賀県ライフル射撃協会 有り 対策を行う taka23.u@gmail.com

27 和歌山県ライフル射撃場 和歌山県ライフル射撃場 AR, AP, BR, BP デキカナリ 和歌山県ライフル射撃協会 有り 対策を行う dekisuke@gold.ocn.ne.jp

28
兵庫県立明石西高等学校 兵庫県立明石西高等学校 BR, BP

2020年8月2日

武田　幸太郎 神港学園高等学校
有り 対策を行う s05494kt@gmail.com

兵庫県の高等学校射撃部の生徒に限

る

29 徳島市ライフル射撃場　　 徳島市ライフル射撃場　　 AR, AP, BR, BP
２０２０年８月８日（土）

麻植芳靖 徳島県ライフル射撃連盟 本選・ファイナル開催 対策を行う
申込みは８月５日（水）までに徳島県立城西高等学校　麻植芳
靖までファックス　０８８－６３３－０４５３

参加制限について。参加選手数につい
ては男女合わせて各高校１０名以内と
する。

30

実施しません 愛媛県立伊予農業高等学校物理室・愛媛県立内子高
等学校武道場

BR, BP 参加申し込み締め切りは7月27日(月)です。 福田　雅章 愛媛県高等学校体育連盟ライフ
ル射撃専門部

無し（本選のみ開催） 対策を行う 愛媛県伊予市下吾川1433　伊予農業高校
fukuda_masaaki@yahoo.co.jp

愛媛県内の高校3学年の生徒に限り
ます。8月8日(土)・9日(日)に開催
します。

31

実施しない。 香川県立高瀬高等学校ライフル射撃場 BR, BP 2020年8月1日（土）8：30-12：30 内海重仁 香川県ライフル射撃協会/香川県

高等学校体育連盟ライフル射撃専

門部

無し（本選のみ開催） 対策を行う 香川県三豊市高瀬町下勝間2093

0875-72-5100

hd2117@kagawa-edu.jp

32 御津ライフル射撃場 倉敷翠松高等学校　講堂 BR 2020年8月9日（日）9時から 末石敏夫 岡山県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う
岡山県倉敷市平田155　倉敷翠松高等学校内　末石敏夫
tsueishi66@yahoo.co.jp

33 鳥取県営ライフル射撃場 鳥取県営ライフル射撃場 AR, BR, BP 靏谷龍一 鳥取県立日野高等学校 無し（本選のみ開催） 対策を行う
鳥取県日野郡日野町根雨３１０
電話　0859‐72‐0365

tsurutani_ru1@mailk.torikyo.ed.jp

34 立正大学淞南高校射撃場 立正大学淞南高校射撃場(公認手続済) AR, BR, BP

2020年8月1日（土）9：00開始

木原一也 立正大学淞南高校 有り 対策を行う

島根県松江市大庭町1794-2

立正大学淞南高校
電話　0852-219634

メール　kihara@shonangakuen-h.ed.jp

35 山口ライフル射撃場 野田学園高等学校 青桐ホール AR, AP, BR, BP 7月26日（日） 田中辰美 山口県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う ttatsumi@c-able.ne.jp 参加は山口県の高校生に限る

36 SAGAサンライズパーク射撃場 SAGAサンライズパーク射撃場 AR, BR 姉川新 佐賀県ライフル射撃協会 有り 対策を行う
佐賀市大和町尼寺８７１－１
０９０－２５００－０１３０
anegap600@yahoo.co.jp

37 沖縄県ライフル射撃場 沖縄県ライフル射撃場 AR, AP, BR, BP 2020年8月23日（日） 仲本正樹 沖縄県 無し（本選のみ開催） 対策を行う nakamoto503@gmail.com

38 熊本県総合射撃場 熊本県総合射撃場 AR, AP, BR, BP 14時開始予定です。 三浦  繁 熊本県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う shigerumiura@gmail.com 熊本県の高校生に限る

39 大分県立庄内屋内競技場 大分県立庄内屋内競技場 AR, AP, BR, BP
２０２０年８月2日（日）

野畑　卓宏 大分県ライフル射撃協会 無し（本選のみ開催） 対策を行う
由布市庄内町大龍２７７４－１　大分県立由布高等学校　０９７
－５８２－０２４４　　　nobata-takuhiro@oen.ed.jp

40 長崎県小江原射撃場 長崎県小江原射撃場 AR, AP, BR, BP 鍵山　博 長崎県ライフル射撃協会 有り 対策を行う kagiyama.hiroshi@blue.plala.or.jp

NTCイースト射撃場 NTCイースト射撃場 AR,AP,BR, BP 三木容子 成立学園高校 有り 対策を行う miki-yoko1430024@ymail.plala.or.jp エリートアカデミー選手のみ
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