
●　射撃事故ゼロを続けよう。　使用実績を作ろう！　　　　　 千葉県ライフル射撃協会

月 日 事　　　業　　　名 会場 担当班 月 日 事　　　業　　　名 会場 担当班
3(土) 三県大口径射撃大会 長瀞 3-6(水-土) 国民体育大会ライフル射撃競技 福井
4(日) 月例会　　／PM：デジタル普及会 県射 習志野 7(日) 月例会　／PM：エアーソフトガン大会 県射 松戸－２
11(日) 第35回前装銃古式射撃競技大会 ★県射 前装銃 12-14(金-日) 全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍ・25ｍピストル） G1 ★県射 県ラ申込9/16迄
11(日) 審判講習会 10時　10ｍ射場 県射 28(日) 第40回全日本前装銃射撃競技選手権大会　／　10/27（土曜　PM）50ｍ練習使用 ★県射 前装銃
25(日) Ｈ30年度国体予選　10ｍ① 予定 県射 千葉/印旛/市原 3（土） 関東選抜大会予選　ＡＲ・BＰ・ＢＲ 樟陽 高体連
1(日) 国体予選50m(1)　兼月例会 県射 習志野/八千代 4（日） 関東選抜大会予選　ＢＲ 樟陽 高体連
8(日) 国体予選10m(2) 県射 市川/船橋/茂原 4(日) 月例会　千葉県SB選手権(+ベンチ) 県射 八千代－２/市川
1４(土) 国体予選会①　　AR・BR・BP　 樟陽 高校 10-11(土-日) 全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 G2 ★県射
1５(日) 国体予選会①　　BR 樟陽 高校 25(日) 全日本SPR競技大会 県射 大野・鳩飼
15(日) 春季ピストル射撃競技千葉大会　FP,AP　G3+ ★県射 県ラ申込3/25迄 24-25（土日） 関東高校選抜大会　兼　全国高校選抜大会予選 山梨 関東ブロック
22(日) 国体予選50m(2)　兼東日本予選 県射 松戸/柏 2(日) 月例会+　ライフル講習会 県射 柏－２
29(日) 国体予選10m(3)　兼東日本予選 県射 千葉/習志野/八千代 1-2(土-日) 冬季AR･APランクリスト競技会 樟陽 藤平・保谷
30(月) 高校BP講習会 樟陽 高校 9(日) 全関東マスターズ、AP/HR ★千葉
3(木) 高校初心者講習会            採寸 樟陽 高校 23(日) 納会射撃大会・国体報告会 県射 全会員
6(日) 国体予選50m(3)　兼月例会 県射 印旛/市原 25ｰ27(火-木) ジュニア強化合宿（指名選手） 樟陽 高校
8(火) 高校常任委員会 樟陽 高校
12(土) 三県大口径選手権大会 長瀞 開　場　2019年(平成31年)　1月5日(土)
12(土) 関東予選　兼　国体予選会②　AR・BR・BP　　　　　東日本予選　　 樟陽 高校 5-6(土-日) 冬季AR･APランクリスト競技会 樟陽 藤平・保谷
13(日) 関東予選　兼　国体予選会②　BR　　　　　　　　東日本予選 樟陽 高校 6(日) 新春射撃会　兼　月例会　 県射 印旛－２
13(日) 国体予選10m(4) 県射 松戸/柏/市川 20(日) 冬季インドアー大会（ゼットエー武道館）　　一般・高校交流戦　　　理事会 市原 市原・茂原
20(日) 国体予選50m(4) 　         県ﾗｲﾌﾙ協会総会 県射 船橋/茂原 8(火) 高校常任委員会 樟陽 高体連
2（土) 国体予選会③　　AR・BR・BP　 樟陽 高校 12(土) 高校新人大会　ＡＲ・ＢＲ・BＰ 樟陽 高体連
3（日) 国体予選会③　　BR 樟陽 高校 13(日) 高校新人大会　ＢＲ 樟陽 高体連
3(日) 国体予選10m(5)　全関東予選　兼月例会　＆AR選手権 県射 印/習/八/松 25(金) 委員総会（全国常任委員会・研修会の日程によっては変更あり） 樟陽 高体連
10(日) 国体予選50m(5) 　全関東予選　選手選考会議 県射 千葉/船橋 3(日) 月例会　　 県射 船橋－２
8-10(金-日) 関東高校ライフル射撃競技大会 群馬 関東高体連 2-3(土-日) 冬季AR･APランクリスト競技会 樟陽 藤平・保谷
12(火) 高校常任委員会 樟陽 高校 2(土) 三県大口径射撃大会 長瀞

15(金) 千葉県高校総体　兼　全国予選　兼　国体予選会④　　ＡＲ・BR団体戦　ＢＲ個人戦（１年） 樟陽 高体連他 3(日) 月例会　　 県射 習志野－２

16(土) 千葉県高校総体　兼　全国予選　兼　国体予選会④　　ＡＲ個人戦　BR個人戦　BP 樟陽 高体連他 7(木) 前装銃　中島流　射撃競技大会（PM予定） ★県射 前装銃

17(日) 千葉県高校総体　兼　全国予選　兼　国体予選会④　　ＢＲ個人戦（通過可能性の高い） 樟陽 高体連他 10(日) 審判講習会 10時　10ｍ射場 県射

17(日) ポルトガル友好杯前装銃射撃競技大会 ★県射 前装銃 17(日) 前装銃古式射撃競技大会　／　3/16（土曜　PM）50ｍ練習使用 ★県射 前装銃
　　6/16（土曜　PM）50m練習使用 31(日) Ｈ31年度国体予選　10ｍ① 予定 県射

1(日) 月例会 ／PM：県民の日協賛　デジタル普及会 県射 市川－２/柏
15(日) 全関東SPR競技大会 県射 大野・鳩飼 国体予選種目　
21-22(土-日) 全日本大口径 長瀞 伊藤 50m 3x40M, 50m 3x20W, P60M + K20

10m S60M + P60M, S40W + P40W / AP60M, AP40W
1(水) 前装銃　中島流　射撃競技大会（AM予定） ★県射 前装銃
5(日) 月例会 県射 茂原ｰ2 10m S60JM, S40JW /  BR S60JM, S40JW
7-9(火-木) ジュニア強化合宿（１年対象） 樟陽 高体連 ・会場欄が★印の日程は、射場を一般利用ができない専用使用となる場合があります。
12？ 三県対抗選手権大会 山梨 ・日程は諸事情により変更になる事があります、競技の参加予定日近くなったら射撃場やＨＰで確認してください。
17-19(金-日) 国体強化合宿 茨城
19(日) 夏季インドア大会　　一般・高校交流戦 市原 市原－２ ① 千葉県ライフル射撃協会　＆　射撃場　ＨＰ
22-23(火水) 夏季記録会 樟陽 高体連 http://www.cra1964.sakura.ne.jp/index.html
24-26(金～日) 関東ﾌﾞﾛｯｸ＆全関東 G3+ 茨城
2(日) 秋季ピストル射撃競技千葉大会　FP,AP　G3+ ★県射 ② 射撃場ブログ（最新情報）
8(土) 三県大口径選手権大会 長瀞 http://cra1964.sblo.jp/
9(日) 第20回安斎杯前装銃射撃競技大会 /　9/8（土曜　PM）50ｍ練習使用 ★県射 前装銃
15-17(土-月) 社会人&リハーサル 茨城 ③ Facebook　（最新情報　＆　上記①、②の案内）
16(日) 月例会 県射 千葉－２ https://www.facebook.com/cra1964/?ref=bookmarks
23(日) 千葉県民大会　(高等学校対抗戦） ★県射 結城
30(日)

･県内大会は、前日までに射場事務室の参加申込用紙に記入し申込むこと。　当日参加できないときはその旨を射場に電話連絡すること。
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平成30年度　年間事業予定表

千葉県総合スポーツセンター射撃場　（Ｔｅｌ）０４３－２３９－０１６４　開場時間９：００～１７：００　　　祝祭日を除く月曜日休場（祝祭日の場合は翌日休場）
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12月28日～1月4日　　　　　　　休　　　　　　場　　　　　　日
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http://cra1964.sblo.jp/
https://www.facebook.com/cra1964/?ref=bookmarks

