
平 成 ２ ７ 年 度 事 業 計 画

自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日

月 日 日ラ競技会名・場 所 日 県 ラ 事 業 名 ・ 場 所 日 その他の事業名・場所

４ １９（日） 春季ピストル千葉大会 千葉市 １２（日） 国体強化選手選考会兼４月月例会 ８～１６ ISSF ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ﾁｬﾝｵﾝ
県営ライフル射撃場（真壁）

25（土）～ 26（日） 全日本選抜ﾗｲﾌﾙ（50m） 藤枝市 ３０(木） 推薦委員会
〃 Ｈ 27 年度第１回理事会 県ラ事務室

25（土）～ 26（日） 全日本ｼﾞｭﾆｱﾋﾞｰﾑ 岐阜市 Ｈ 26 年度会計監査
射場料検査①

５ 16（土）～ 17（日） 全国春季ﾋﾟｽﾄﾙ（10m） １０（日） 定期総会 真壁社会体育研修センター ９(土） 日ラ第１回理事会
長瀞町

〃 第２回理事会 県ラ事務室 １１～１９ ISSF ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ﾌｫｰﾄﾍﾞﾆﾝｸﾞ
22（金）～ 25（月） 全国春季ﾋﾟｽﾄﾙ（50m・25m）

朝霞市 １７（日） 国体一次予選会兼５月月例会 ２６～ 6/2 ISSF ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ﾐｭﾝﾍﾝ
県営ライフル射撃場（真壁）

30（土）～ 31（日） 全国学生・生徒ｴｱﾋﾟｽﾄﾙ大会 ２８(木） 推薦委員会
大阪 能勢町 〃 第３回理事会 県ラ事務室

〃 ※ライフル射撃に関する講習会①
県営ライフル射撃場（真壁）

２４（日） 県民総体（大口径）
狩猟者研修センター射撃場（笠間）

６ ６（土）～ ７（日 東日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 長瀞町 ２１（日） 国体二次予選会兼６月月例会 ６(土） 日ラ定期総会
県営ライフル射撃場（真壁） 日ラ第２回理事会

27（土）～ 28（日） 東日本ライフル（50m・10m）
神奈川県 伊勢原市 〃 第４回理事会 県ラ事務室 13（金）～ 15（日） 関東高校大会

27（土）～ 28（日） 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ(300m) ２７（土） ＣＰ競技 国体予選会 ２５(木） 推薦委員会
長瀞町 茨城県警察学校射撃場（茨城町）

７ ４（土）～ ５（日） ﾏｽﾀｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ 藤枝市 ５（日） 県民総体（AR・SB・AP・HR・BR） 兼 ３～１４ ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ ｸﾞｱﾝｼﾞｭ
国体最終予選会 県営ライフル射撃場（真壁）

17（金）～ 20（月） 全日本ｸﾗﾌﾞ対抗（50m･10m） ２５（土） 日ラ第３回理事会
藤枝市 〃 第５回理事会 県ラ事務室

射場料検査② 28（火）～ 31（金） 全国高校選手権大会
18（土）～ 20（月） 全日本ビームピストルＤＰ 広島 安芸太田町

全日本ビームライフル
宮城 石巻市 ３０(木） 推薦委員会

24（金）～ 26（日） 全日本ライフル（300m）
長瀞町



月 日 日ラ競技会名・場 所 日 県 ラ 事 業 名 ・ 場 所 日 その他の事業名・場所

７ 25（土）～ 26（日） 全国夏季ピストル（10m）
長瀞町

24（金）～ 27（月） 全国夏季ﾋﾟｽﾄﾙ（50m・25m）
朝霞市

８ １（土）～ ２（日） 全日本小学大会 東京 北区 ２（日） 大口径普及大会 ４（火）～７（金） 日韓高校大会 長崎市
狩猟者研修センター射撃場（笠間）

１（土）～ ２（日） 全日本中学生大会 ６～１６ ISSF ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾗ
新潟 胎内市

21（金）～ 23（日） 国体関東ブロック大会 兼
全関東ライフル（埼玉：長瀞町）

２７（木） 推薦委員会

９ 4（金）～ 6（日） JOC ジュニアオリンピックカップ １９（土） 日ラ第４回理事会
埼玉 伊奈町

２６～３０ ｱｼﾞｱｴｱｶﾞﾝ ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ
5（土）～ 6（日） 全国センターファイアＰ

兼国体リハーサル ２４（木） 推薦委員会
岩手 盛岡市

13（日） 秋季ピストル千葉大会 千葉市

27（日）～ 30（木） 国民体育大会
和歌山 海南市

19（土）～ 20（日） 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 2015 石川 金沢市

10 10（土）～ 11（日） 全日本クラブ対抗(300m) 長瀞町 １８（日） 県選手権大会（ＡＲ・ＳＢ・ＡＰ・ＨＲ・ 22（木）～ 25（日） 全日本学生大会 大阪 能勢町
ＢＲ） 県営ライフル射撃場（真壁）

10（土）～ 12（月） 全日本社会人大会 岩手 ２９（木） 推薦委員会
兼国体リハーサル 八幡平市 〃 第６回理事会 県ラ事務室

射場料検査③
15（木）～ 18（日） 全日本ﾗｲﾌﾙ（50m･25m･10m ｐ）

広島 安芸太田町 ※ライフル射撃に関する講習会②
県営ライフル射撃場（真壁）

24（土）～ 25（日） 全日本マスターズ（50･10m）
藤枝市

11 7（土）～ 8（日） 全日本障害者ライフル ３（火） 県選手権大会（大口径） １～１２ ｱｼﾞｱ選手権 ｸｳｪｰﾄ
長崎市 狩猟者研修センター射撃場（笠間）

８（日） 北関東三県対抗ﾗｲﾌﾙ射撃
14（土）～ 15（日） 全日本前装銃 千葉市 栃木県担当



月 日 日ラ競技会名・場 所 日 県 ラ 事 業 名 ・ 場 所 日 その他の事業名・場所

11 20（金）～ 23（月） ジュニアエアガン ２１(土） 日ラ第５回理事会
広島 安芸太田町

22（日）～ 23（月） 関東高校選抜大会 栃木県
21（土）～ 23（月） 全日本ｸﾗﾌﾞ対抗選抜(50m･

10mS) 藤枝市 ２６（木） 推薦委員会

27（金）～ 29（日） 全日本ﾗｲﾌﾙ（50m･10m）
大阪 能勢町

28（土）～ 29（日） 全国秋季ﾋﾟｽﾄﾙ（10m）
長瀞町

27（金）～ 30（月） 全国秋季ﾋﾟｽﾄﾙ（50m・25m）
朝霞市

12 5（土）～ 6（日） 冬季ＡＲ・ＡＰランクリスト １０（木） 推薦委員会

６（日） 全関東ＡＰ･ＨＲ射撃競技大会

全関東マスターズ射撃競技大会

長瀞町（担当：山梨県）

１ 9（土）～ 10（日） 冬季ＡＲ・ＡＰランクリスト ２８（木） 推薦委員会

１７（日） 東日本冬季 AP・FP・HR
石巻市

２ 6（土）～ 7（日） 冬季ＡＲ・ＡＰランクリスト ６（土） 第７回理事会（つくば市） ２０（土） 日ラ第６回理事会

２１（日） 日ラ審判講習会

２５（木） 推薦委員会

３ 5（土）～ 6（日） 全国冬季ﾋﾟｽﾄﾙ（10m） １３（日） 国体強化選手一次選考会 兼 26（土）～ 27（日） 全国高校選抜大会
長瀞町 ３月月例会 県営ライフル射撃場 安芸太田町

3（木）～ 6（日） 全国冬季ﾋﾟｽﾄﾙ（50m・25m） 〃 第８回理事会 県ラ事務室 ２４（木） 推薦委員会
朝霞市 射場料検査④

12（土）～ 13（日） 全日本ラ イ フ ル（ 10mAR/AP) （未定） 関東ブロックライフル射撃連盟総会
宮城 石巻市 （担当：山梨県）

26（土）～ 27（日） 冬季 50m ランクリスト ２７（日） 大口径普及大会
狩猟者研修センター射撃場（笠間）



※平成２８年度予定

４ １０（日） 国体強化選手二次選考会 兼
４月月例会 県営ライフル射撃場

〃 平成２８年度第１回理事会 県ラ事務室
会計監査

５ ８（日） 国体一次予選会兼５月月例会
県営ライフル射撃場（真壁）

１５（日） 平成２８年度総会

※ 日ラ大会要項については，インターネット「日本ライフル射撃協会ホームページ」または
真壁射撃場備え付けの『平成２７年度 日ラ事業計画書』を参照願います。

※ 連絡 競技会の参加申込等は郵便口座でお願いします。

振込用紙には競技会名（競技日），参加種目を必ず記入してください。

【県内競技会，県外競技会，年会費，推薦書申請など 全て 『同一口座』 です】

加入者名：『茨城県ライフル射撃協会』， 口座番号：『 ００３２０－０－６６５ 』

※ 他金融機関からの振込：口座番号 〇三九店（０３９）当座 ００００６６５

申込みは振込の上，事務局へＦＡＸまたは携帯ＳＭＳ（ショートメール）にて連絡ください。

事務局（藤枝） ＦＡＸ ０２９６－７４－３０５９

携 帯 ０９０－４５４６－６９５９

準備の都合上，早めに（遅くとも１週間前）までに申込み下さい。

県外競技会については，申込締切が大会の約１ヶ月前になっています。 県内事務局締切は申込手続き上，締切日の７日前までに

連絡があったものとさせていただきます。また，本エントリーの前に予備エントリーがある場合があり，参加希望者は前もって

事務局まで連絡願います。 推薦申請も同じく７日前までに締め切ります。

※ 今年度も、県外競技会（申込）・推薦関係（申請）の申込み締切りを厳守願います。

締切日以降の申し込みは一切受け付けません。ご了承下さい。


