
令和４年度大会予定表                                                               株式会社　大　阪　総　合　射　撃　場　（毎週木曜日定休　祝日の場合変更あり）

令和４年１０月１日現在 〒590-0503　大阪府泉南市新家4955番地℡072-483-5600 FAX072-482-8319
３月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ ６月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ ９月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ

６日 ５日 3日(土) ぼたん会 ぼたん会
日曜 日曜 ４日 大阪府ライフル協会

12日(土) ５５射撃クラブ １１日 大阪支部 日曜 堺支部
１３日 土曜 (Ｊルール) 日本前装銃射撃連盟 10日(土) ５５射撃クラブ

日曜 １２日 １１日 生田支部
１９日 岸和田市 日曜 日曜

土曜 ｸﾚｰ射撃連盟 １８日 １７日 岸和田市ｸﾚｰ射撃連盟

２０日 大阪府ライフル協会 土曜 土曜 ももの会(午後)

日曜 １９日 摂猟会 摂猟会 大阪府ライフル協会 １８日

２１日 気軽に O.J.S 貝塚黒山支部 日曜 日曜

祝日 撃とう会 (Ｊルール) ２５日 猟用資材工業会 猟用資材工業会 １９日 岸和田支部 泉佐野支部 河内長野支部

26日(土) ももの会(午後) 土曜 ももの会(午後) 和泉クラブ 祝日 泉佐野支部 羽曳野支部
２７日 ２６日 ２３日 大阪支部
日曜 日曜 祝日 和泉支部

２５日

４月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ ７月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ 日曜

３日 大正支部 ３日

日曜 日曜 １０月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ

9日 ９日 ５５射撃クラブ １日 OGLC 高野口分会
土曜 ５５射撃クラブ 土曜 ５５射撃クラブ 土曜 摂猟会
１０日 大阪南支部 １０日 ２日 甲賀支部 甲賀支部
日曜 (Ｊルール) 日曜 日曜 岸和田鉄砲隊

１７日 気軽に １６日 岸和田市ｸﾚｰ射撃連盟 8日
日曜 撃とう会 土曜 (土)

２３日 大阪支部 １７日 鶴見支部 気軽に 大阪府ライフル協会 ９日
土曜 ももの会(午後) 日曜 撃とう会 鶴見支部 日曜

２４日 １８日 １０日 気軽に O.J.S 貝塚黒山支部

日曜 祝日 祝日 撃とう会 (Ｊルール)
２９日 23日 １５日
祝日 土曜 ももの会(午後) 土曜

２４日 １６日 大阪府ライフル協会

日曜 日曜

５月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ 31日 羽曳野クラブ 18(火) 奈良川上村
１日 芦屋支部 大阪ライフル協会 日曜 (トリプル) 羽曳野クラブ 22日 橋本総合分会 ５５射撃クラブ 野迫川２射座

日曜 芦屋支部 (土) ももの会 橋本総合分会(午後)

３日 ２３日 阪和狩猟会 大正支部
祝日 日曜 河内長野支部 阪和狩猟会
４日 ２９日 大阪支部
祝日 ８月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ 土曜 山友会 山友会 山友会(午後)
５日 ６日 ３０日
祝日 土曜 日曜 富田林支部
７日 海草・海南支部 海草・海南支部 ７日 岸和田狩猟
土曜 日曜 安全講習会 １１月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ

８日 泉佐野支部 １１日 シューティング 和泉クラブ ３日 アルタイ 尼崎南支部 実猟会
日曜 羽曳野支部 祝日 9 祝日 実猟会 尼崎北支部 アルタイ
１４日 13日 ５日

土曜 ５５射撃クラブ 土曜 土曜

１５日 気軽に １４日 気軽に ６日 西淀川支部 大阪支部
日曜 撃とう会 日曜 撃とう会 日曜 大阪支部 (Ｊルール)
２１日 岸和田市ｸﾚｰ射撃連盟 ２１日 O.J.S １３日
土曜 日曜 (Ｊルール) 日曜

２２日 ２７日 ２０日 関西
日曜 土曜 ももの会(午後) 日曜 B.B.R選手権
２８日 ２８日 ２６日
土曜 日曜 山口大獣会 和歌山支部 土曜

２９日

日曜 １２月 Ａ面トラップ Ｄ面スキート Ｂ面トラップ Ｃ面スキート ﾗｲﾌﾙ

4日(日) 中山あてよう会

ももの会(午後)

ももの会(午後)

河内長野支部新八尾支部⇔

枚岡支部富田林支部 富田林支部

貝塚黒山支部⇔

和歌山支部

和歌山県猟友会(紀の川・岩出支部)

堺支部 淀川ダンディ

５５射撃クラブ

猟用資材工業会 猟用資材工業会

第３次和歌山公式

奈良県猟友会

奈良県五條支部

伊都かつらぎ総合分会

阪神射撃クラブ⇔大阪西支部 泉南支部⇔ 近畿大口径

高野口分会 和泉クラブ

新淀川支部⇔泉北臨海支部

阪神射撃クラブ⇔新八尾支部

和泉支部⇔富田林支部 近畿大口径

中山あてよう会

ぼたん会
ももの会(午後)

第1回ｽﾄﾚｰﾄ会

平野クラブ(午後)

ぼたん会

第１次和歌山公式

和歌山県猟友会(研修会)

ももの会(午後)
第１次大阪公式(１日目)

ジョージ会（初心者会）

新淀川支部⇔生田支部

奈良県猟友会

堺支部⇔ 淀川ダンディ

アルタイ

OGLC

泉南支部(午後)
ももの会(午後)

近畿大口径

実猟会

阪神射撃クラブ⇔大阪西支部 新八尾支部⇔柏原支部

中山あてよう会 和泉クラブ

OGLC

５５射撃クラブ

岸和田支部

西淀川支部←泉北臨海支部 第２回ピュンピュン会

ももの会(午後)

中山あてよう会

実猟会

５５射撃クラブ
５５射撃クラブ

貝塚黒山支部⇔阪神射撃クラブ

アルタイ

淀川ダンディ

第１次大阪公式(２日目)中山あてよう会

実猟会泉北臨海支部⇔

全猟和歌山支部

和泉クラブ

大阪府民スポーツ大会

実猟会

和歌山県猟友会(和歌山支部)

泉佐野支部

新淀川支部⇔阪神射撃クラブ 実猟会

大阪総合射撃場大会(Ｊルール)

堺南支部⇔河内長野支部

５５射撃クラブ

実猟会

アルタイ

ももの会(午後)

※　予定表の記載射面は予告なしで変更することが

　　ありますので予めご了承ください。

羽曳野支部

５５射撃クラブ

尾崎支部

大阪支部

和歌山県猟友会(紀の川・岩出支部)

阪神射撃クラブ⇔

堺南支部⇔尾崎支部 アルタイ 実猟会

５５射撃クラブ

和歌山市選手権 第２次和歌山公式

奈良県猟友会

羽曳野支部

和泉支部⇔大阪支部 豊中支部

第１回　大阪総合射撃場ﾌｨｰﾙﾄﾞ大会 中村会

阪神射撃クラブ⇔大阪南支部

和歌山支部

淀川ダンディ

ジョージ会（初心者会）
ももの会(午後)

実猟会

平野クラブ(午後)

阪神射撃クラブ⇔ 近畿大口径

大阪支部

平野クラブ(午後)


