
 

 

               ２０２０年９月２６日 

【２０２０年９月２６日理事会承認】   

             選手強化委員会 

 

東京 2020 オリンピック競技大会選手選考新要綱 

                    

第１条（目的） 

１．開催が延期された東京 2020 オリンピック競技大会「以下、東京 2020 という。」

の日本代表選手選考については、東京 2020 オリンピック競技大会選手選考基本方針

「以下、基本方針という。」に基づき、メダルを獲得できる選手を選考することを目

的として、その基準に関して必要な事項を定める。 

２．東京 2020 日本代表として既に内定している５０ｍ種目の選手「以下、内定選手と

いう。」及び１０ｍ及び２５ｍ種目の最終選考会への出場予定選手「以下、最終選考

会予定選手という。」の取り扱いについては、本要綱で定める。 

３．東京 2020 への出場権「以下、ＱＰという。」が追加配分された場合の選手選考方

法について、本要綱で定める。 

 

第２条（日本代表選手選考種目） 

１．ライフル種目 ＡＲ６０、ＡＲ６０Ｗ、ＦＲ３×４０、Ｒ３×４０Ｗ、 

ＡＲミックスチーム 

２．ピストル種目 ＡＰ６０、ＡＰ６０Ｗ、ＳＰ、ＲＦＰ、ＡＰミックスチーム 

 

第３条（選考会実施要領） 

１．５０ｍ種目（ＦＲ３×４０、Ｒ３×４０Ｗ） 

内定選手については、東京 2020 代表内定の決定を継続する。 

ただし、日本代表選手として相応しい競技力を維持していなければならない。内定

選手は、競技力が維持されているかを確認するための記録会「以下、指定記録会とい

う。」において、設定する条件を満たさなければならない。その場合の競技力確認方

法は、下記のとおりとする。 

（１）指定記録会 

 ①日時    第１回 2021 年４月２５日（日）  

第２回 2021 年５月 東京２０２０テストマット 

 ②開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場及び朝霞自衛隊体育学校射撃場 

 ③実施方法  内定選手は、本選１回／日を２日間実施し、下記の内定条件を満たさ

なければならない。 

 ④内定条件  ＜ＦＲ3×４０ 男子＞  



 

 

ＮＴ基準点の１，１７６点を１回達成する。 

又は、１，１６６点以上を２回達成する。 

＜Ｒ３×４０Ｗ  女子＞  

       ＮＴ基準点の１，１７０点を１回達成する。 

又は、１，１６０点以上を 2 回達成する。 

 ⑤その他    

内定選手が、万が一事故、病気等により指定記録会に出場できない場合は、選手

強化委員会がやむを得ない事情であると認めた場合に限り、指定記録会の日程を変

更することができる。ただし、一回限りの変更とする。 

（２）内定選手が内定条件を満たすことができなかった場合は、再度の日本代表選手最

終選考会「以下、再最終選考会という。」を実施する。その場合の選考方法につい

ては、下記のとおりとする。 

①事前予備記録会 

   日時    202１年３月６日（土）・３月７日（日） 

   開催場所  ＮＴＣ射撃場 

  ア 参加資格 

事前予備記録会は、再最終選考会がある場合のために予め実施する記録会で、

参加選手は、公益社団法人 日本ライフル射撃協会員であり、実施予定のＮＴ選

考記録会（５０ｍ種目）の本選成績上位者とする。ＮＴ選考会が開催できない場

合は、前年度ＮＴランキング上位者とする。 

ただし、出場選手は当該種目のＭＱＳを持っていなければならない。  

  イ 実施要領 

事前予備記録会は、本選１回／日を二日間実施し、合計点数の上位１名（内定

選手及び補欠選手を除いた最上位選手）に再最終選考会の出場権を与える。 

万が一、当該試合が開催できない等の場合は、前年度のＮＴランキング上位者

とする。 

 ②再最終選考会 

日時    2021 年５月 （東京２０２０テストマッチ後直ちに実施） 

   開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場及び自衛隊体育学校射撃場等 

ア 参加資格 

   内定選手、補欠選手及び事前予備記録会通過者の合計３名により実施する。 

   イ 実施要領 

   再最終選考会は、本選１回／日を三日間実施し、内上位成績２つの本選合計点

数の第 1 位の者を東京 2020 日本代表選手として内定する。 

合計点数が同じ場合は、上位２つの試合成績での本選センター数の合計、次い

で最終シリーズからカウントバックにより選考する。ただし、日本代表選手とし



 

 

て内定されるためには、下記の代表候補基準点を再最終選考会で１回以上達成し

なければならない。第 1 位の選手が代表候補基準点を達成できない場合は、３選

手にて本選１回の再度の再最終選考会を実施する。 

代表候補基準点は下記のとおりとする。 

     ＦＲ3×４０  男子 １，１７６点 

Ｒ３×４０Ｗ  女子 １，１７０点 

  ③再度の再最終選考会 

  日時    今後決定する。 

  開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場等 

  ア 参加資格 

   再最終選考会に出場した３名の選手 

  イ 実施要領 

   本選１回とする。 

   代表候補基準点を達成した上位者を東京 2020 日本代表選手として内定する。 

   再度の再最終選考会で代表選手が決まらない場合は、再最終選考会及び再度の再

最終選考会の４回の本選成績の内、最も高い点数を撃った選手を東京 2020 日本代

表選手として内定する。 

④指定記録会、事前予備記録会及び再最終選考会等の詳細については、別途定める。 

    

２．１０ｍ種目（ＡＲ６０、ＡＲ６０Ｗ、ＡＰ６０、ＡＰ６０Ｗ） 

最終選考会予定選手については、東京 2020 最終選考会への出場権を与える。 

  最終選考会予定選手は、競技力が維持されているかを確認するための指定記録会に

出場しなければならない。 

ただし、万が一事故、病気等により指定記録会に出場できない場合は、選手強化委

員会がやむを得ない事情であると認めた場合に限り、最終選考会に出場することがで

きる。 

 （１）指定記録会 

   ①日時    2021 年２月６日（土）・２月７日（日） 

   ②開催場所  ＮＴＣ射撃場 

   ア 参加資格 

指定記録会に参加できる選手は、公益社団法人 日本ライフル射撃協会員で

あり、最終選考会予定選手の各種目３名及び 2020 年１２月１９日（土）・２0 

日（日）と 2021 年１月２３日（土）・２４日(日)のＮＴ選考会の本選合計上位

者のうち、最終選考会予定選手を除く、第１位から第３位の選手とする。（出場

選手は６名） 

当該大会が実施できない場合は、別途大会を指定することができる。別途大



 

 

会が実施できない場合は、前年度のＮＴランキング上位者とする。 

  イ 実施要領 

指定記録会は、本選１回／日を二日間実施し、合計点数の上位３名に最終選

考会の出場権を与える。 

（２）最終選考会 

   ①日時    2021 年４月１０日（土）・１１日（日） 

         2021 年５月 東京２０２０テストマッチ  

   ②開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場及び自衛隊体育学校射撃場等 

 ア 参加資格 

最終選考会予定選手及び指定記録会通過者とする。（出場選手は最大６名から

最小３名） 

   イ 実施要領  

    本選１回／日を三日間実施し、内上位成績２つの本選合計点数の第 1 位の者を

日本代表選手として内定する。合計点数が同じ場合は、上位２つの試合成績での

本選センター数の合計、次いで最終シリーズからカウントバックにより選考する。 

ただし、日本代表選手として内定されるためには、最終選考会第１位の成績で 

かつ代表候補基準点を１回以上達成しなければならない。第１位の選手が代表候

補基準点を達成できない場合は、上位３選手にて本選 1 回の再最終選考会を実施

する。 

代表候補基準点は、下記のとおりとする。 

ＡＲ６０   ６２７．８点 

ＡＲ６０Ｗ  ６２７．０点 

        ＡＰ６０   ５８１点 

        ＡＰ６０Ｗ  ５７７点 

（３）再最終選考会 

①日時    今後決定する。 

   ②開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場等 

ア 参加資格 

最終選考会の上位３名の選手とする。 

イ 実施要領 

再最終選考会は、本選１回とする。 

代表候補基準点を達成した上位者を東京 2020 日本代表選手として内定する。 

再最終選考会で代表選手が決まらない場合は、最終選考会及び再最終選考会の

４回の本選成績の内、最も高い点数を撃った選手を東京 2020 日本代表選手とし

て内定する。最も高い点数が同点の場合の順位決定は、ＩＳＳＦ ＧＴＲ 6.15  

同点の順位決定による。 



 

 

（４）指定記録会及び各選考会に関する詳細については、別途定める。 

   

３．２５ｍ種目（ＳＰ、ＲＦＰ） 

最終選考会予定選手については、東京 2020 最終選考会への出場権を与える。 

  最終選考会予定選手は、競技力が維持されているか確認のための指定記録会に出場

しなければならない。 

ただし、万が一事故、病気等により指定記録会に出場できない場合は、選手強化委

員会がやむを得ない事情であると認めた場合に限り、最終選考会に出場することがで

きる。 

（１）指定記録会 

  ①日時    2021 年３月２０日（土）・３月２１日（日） 

  ②開催場所  ＮＴＣ射撃場 

ア 参加資格 

指定記録会に参加できる選手は、公益社団法人 日本ライフル射撃協会員で

あり、最終選考会予定選手の各種目３名及び 2020 年１１月３０日（土）・１２

月１日（日）と 2021 年２月２２日（月）・２月２３日(火)のＮＴ選考会の本選

合計上位者のうち、最終選考会予定選手を除く、第１位から第３位の選手とす

る。（出場選手は６名） 

当該選考会が実施できない場合は、別途大会を指定することができる。別途

大会が実施できない場合は、前年度のＮＴランキング上位者とする。 

  イ 実施要領 

指定記録会は、本選１回／日を二日間実施し、合計点数の上位３名に最終選

考会の出場権を与える。 

（２）最終選考会 

  ①日時    2021 年４月１７日（土）・１８日（日） 

         2021 年５月東京 2020 テストマッチ  

  ②開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場及び自衛隊体育学校射撃場 

 ア 参加資格 

最終選考会予定選手及び指定記録会通過者とする。（出場選手は最大６名から

最小３名） 

  イ 実施要領 

   本選１回／日を三日間実施し、内上位成績２つの本選合計点数の第 1 位の者を 

日本代表選手として内定する。合計点数が同じ場合は、上位２つの試合成績での

本選センター数の合計、次いで最終シリーズからカウントバックにより選考する。

ただし、日本代表選手として内定されるためには、最終選考会第１位の成績でか

つ代表候補基準点を１回以上達成しなければならない。第１位の選手が代表候補



 

 

基準点を達成できない場合は、上位３選手にて本選 1 回の再最終選考会を実施す

る。 

代表候補基準点は、下記のとおりとする。 

ＲＦＰ  ５８３点  

ＳＰ   ５８２点 

（３）再最終選考会 

①日時    今後決定する。 

   ②開催場所  東京 2020 オリンピック朝霞射撃場等 

ア 参加資格 

 最終選考会の上位３名の選手とする。 

イ 実施要領 

再最終選考会は、本選１回とする。 

代表候補基準点を達成した上位者を東京２０２０日本代表選手として内定す

る。再最終選考会で代表選手が決まらない場合は、最終選考会及び再最終選考会

の４回の本選成績の内、最も高い点数を撃った選手を東京 2020 日本代表選手と

して内定する。最も高い点数が同点の場合の順位決定は、ＩＳＳＦ ＧＴＲ 

6.15  同点の順位決定による。 

（４）指定記録会及び各選考会に関する詳細については、別途定める。 

 

第４条（ミックスチーム種目の取り扱い） 

１．１０ｍＡＲ及びＡＰミックスチームの代表選手は、１０ｍＡＲ及びＡＰ種目日本代

表選手の最終代表選考会の上位者から順に選考する。 

２．１０ｍＡＲ及びＡＰミックスチームの代表チームが２組出場可能な場合の選手の組

み合わせについては、専任コーチの意見を踏まえ、選手強化委員長の判断で決定及び

変更することができる。 

 

第５条（一人の選手が２種目とも第 1 位になった場合の取り扱い）  

最終の選考会において、一人の選手が出場可能な２種目とも第１位になった場合、両

種目における第 2 位の選手二名により、両種目の本選１回の決定戦「以下、内定決定戦

という。」を実施し、合計点数の高い選手を代表とする。ただし、合計点数が同点の場

合は、両種目の本選センター数の合計とする。それでも同点の場合は、翌日に再試合を

実施する。 

 内定決定戦の日程は、選手が決定され次第、速やかに実施する。 

詳細については、別途定める。 

 

第６条（補欠選手の決定） 



 

 

 最終の選考会において、第２位の選手を補欠選手とする。万が一、代表選手が欠場し 

なければならない事態及び故障等により競技力を十分に発揮できない場合は、代表選手 

と補欠選手の入れ替えを行うものとする。その場合、当該選手の状況確認を行い、事情 

を良く勘案する中で、選手強化本部会が判断し、理事会にて決定する。 

 

第７条（ＱＰが追加配分された場合） 

 最終の選考会の開催後にＱＰが追加配分された場合は、選考会で決定した第２位及び 

第３位の選手により、指定する大会若しくは新たに実施する本選 1 回の選考会での上位 

者を当該種目に限っての日本代表選手とする。ただし、選考会等を開催する日程等の余 

裕がない場合は、補欠選手を当該種目に限っての日本代表選手とする。 

 

第８条（代表選手の要件） 

１．オリンピックの代表登録締め切り日までにＭＱＳを持っているもの。 

２．協会の倫理規定及び日本代表選手等の行動規範を遵守しているもの。 

 

第９条（要綱の改正） 

 本要綱の変更及び追加については、理事会の議決による。 

 

第１０条（疑義） 

 要綱内容に疑義が生じた場合は、選手強化委員会で検討し、選手強化本部会で決定す 

る。ただし、軽微なものについては、この限りでない。 

 

 

附則 

１．本要綱は、理事会承認の日から施行し、東京 2020 終了までを有効とする。  

２．従前の東京 2020 オリンピック選手選考要綱については、本要綱が承認された 

時点で効力を失う。 

３．国際大会日程及びその他諸般の事情により、指定記録会及び最終選考会等の日程 

の変更が必要になった場合は、選手強化委員長の判断で変更することができる。 


