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全日本サーフキャスティング連盟

第108回全日本キス投げ釣り選手権大会　要項

開　催　日　：　平成３０年６月１７日 日曜日　（雨天決行）

開催場所　 ：　別紙一覧表の会場

　　参加申し込み

所定の用紙（クラブ用参加申し込み総括表）様式-1にクラブ単位で参加者名簿を作成し参加会場の代表者
電話欄にその会場の参加代表者の携帯番号を記入し参加費を添えて、所属協会に申しこむ。
（ホームページの釣り大会参加名簿様式を使用する事も出来ます。）

参加資格　 ：　全日本サーフキャスティング連盟所属の会員に限る。

参　加　費　：　１名　1,300円　（高校生以下の少年少女と女性会員は500円）

竿　制　限　：　使用竿は一人３本以内。

　　大会当日の受付と出発・終了

申込会場の受付場所で、受付時間内（午前0時３０分～午前１時）にクラブ単位で実参加者とペーパー参加者
の申告をし、各人が審査票を受取り会場責任者の指示に従い午前１時より出発してください。尚、受付・審査
とも会場責任者の判断で、開始時間を繰り上げても良いが、会場出発および審査の締切時間は要項通りとする。

受付をしなかった場合、又は受付時間前に釣り場に入った場合（場所取りと看做される行為）は失格です。

各協会は自協会分を取り纏め、大会参加申請総括表（様式-2）及び会場別クラブ別参加集計表（様式-3）を
作成し、締切日の５月２日(水）必着でプロジェクトまで送付してください。尚、参加費は郵便局の払込票（青色）
を使用し、締切日同じで振り込んでください。【連盟大会口座01630-1-57294全日本サーフキャスティング連盟】

荒天等の理由に依り会場責任者の判断で会場を変更することがあります。この場合、会場責任者は参加名簿
にある代表者まで完全に連絡を行い、混乱の起らないように手配願います。

対象魚が釣れなかった場合でも各クラブの代表者は、会場責任者に釣りが終わった事を報告してから帰宅
するようご配慮願います。

　　審　　　　査
受付をした会場の指定された場所で時間内（１2：30～13：00）に検寸審査を受けてください。

対象魚が釣れなかった場合でも、審査票を本人（代理不可）が所定事項記入の上、提出すればラッキー賞

第108回全日本キス投げ釣り選手権大会　ＰＴ

住　　　　　所　：　〒299-1143

                  ：　千葉県君津市君津台１－１２－１

検寸魚の最低基準は本賞23.0ｃｍ、他魚は全日本サーフ大物・特別大物基準寸法以上（実寸）とします。
尚、本賞・他魚ともに、それぞれ全匹数を記入する。また、大物調査の必要上、大物ランク魚は全魚種検寸
記載いたします。

検寸担当者の作業として、検寸魚は硬直を取って、口を開けて計ってください。
検寸魚の胸鰭はカットしてください。

著しく鮮度の悪い審査提出魚は会場責任者の判断で失格にする場合があるのでご注意ください。

会場責任者の検寸は審査の公正を期すため、他クラブの参加者に立ち会いをお願いしてください。

本賞・他魚を問わず、大物ランク魚は大物申請を心掛けて下さい。会場責任者は大物申請に際し、
魚拓免除となる、｢大物認定証」を希望する参加会員に発行してください。

大会関係の書類送付先

電話番号　　　：　0439-52-2395・FAX：0439-55-0275　

メールアドレス：　chiba@js6.so-net.ne.jp

（抽選）の対象になります。

及び連絡先

担当者氏名　 ：　坂井勇二郎

全日本サーフ ：　千葉協会

携帯番号　　　：　090-3001-9895



担　当　ク　ラ　ブ 電話番号
会 場 責 任 者 携帯電話

札幌サーフ 011-842-4946
濱谷　薫 090-8638-7516
はこだてサーフ 0137-84-6514
秋田　弘司 090-8428-1192
仙台広瀬キャスターズ 022-767-1669
相澤　浩次 090-3129-0948
仙台広瀬キャスターズ 022-222-9339
東海林　誠 090-5840-2143
千葉サーフ 0439-52-2395
坂井　勇二郎 090-3001-9895
東京フロンティアサーフ 03-3947-9472
吉田　圭介 090-2538-2985
豊橋サーフ 0532-45-4732
加藤　健司 090-7699-2865
能登中央サーフ 0767-32-3009
南口　浩一 090-4685-9660
中京サーフ 0562-92-9339
平野　景雄 090-7045-8890
四日市サーフ 0748-82-0594
杉本　義徳 090-1020-5791
熊野サーフ 0735-32-2586
岩本　浩 090-4083-3309
和歌山サーフ 073-424-7004
深田　吉宜 090-3616-7004
長居フィッシングクラブ 0721-98-0496
六車　健一 090-5244-0884
大阪アングラーズ 06-6332-0862
沢田　孝治 090-5049-2953
東神戸釣楽会 078-811-4891
宮本　秀明 090-4568-6038
投技会 078-743-2793
飯田　成俊 090-3991-0255
龍野サーフ 079-273-3177
糀谷　英明 090-4490-5140
但馬豊岡サーフ 0772-85-0615
寺下　計利 090-7093-4649
塚口篠竿友会 072-794-7972
松原　則幸 090-6900-6952
鳥取サーフ 0857-24-0834
山根　一則 090-5704-4185
岡山シースター
奥村　誠治 090-2727-8000
ＧＡＣサーフ
西村　孝 090-4808-3484
出雲おろちサーフ
土井　公明 080-6317-7338
岡山近海サーフ 086-243-0653
真鍋　考見 090-8538-4048
岡山五月会サーフ 086-243-3023
貝原　常康 090-4650-3545
投魂会
野田　健一 070-3826-8974
岡本サーフ 084-934-6348
井口　満夫 090-2008-7168
呉投友会 0824-34-3835
横山　浩二 080-1943-3835

27 弓削島 下弓削新港 受付場所と同じ 備後

28 蒲刈 見戸代港 受付場所と同じ 広島

25 下津井 水島サノヤス駐車場 受付場所と同じ 岡山

26 笠岡 神島外浦港駐車場 受付場所と同じ 岡山

23 田万川
　萩市田万川ゆとりパー

クたまがわ
受付場所と同じ 島根

24 宇野 田井新港駐車場 受付場所と同じ 岡山

21 境港 夢みなと公園駐車場 受付場所と同じ 岡山

22 大田 仁摩公民館前駐車場 受付場所と同じ 島根

19 宮津 京都府宮津市もみじ公園 受付場所と同じ 兵庫

20 鳥取東部 かめや釣具鳥取店 受付場所と同じ 鳥取

17 姫路
姫路市木場港

江沼渡船乗り場駐車場
受付場所と同じ 兵庫

18 香住 香住東港卸売市場2号前 受付場所と同じ 兵庫

15 淡路島 淡路島公園Ｆ駐車場 受付場所と同じ 兵庫

16 明石 明石港土砂置き場 受付場所と同じ 兵庫

13 三重古江 古江漁港前 受付場所と同じ 大阪

14 串本 旧フェリーのりば 受付場所と同じ 大阪

11 熊野
熊野市有馬町4520-325
山崎運動公園駐車場

受付場所と同じ 三重

12 和歌山 水軒埋立地 受付場所と同じ 和歌山

9 敦賀 敦賀こどもの国駐車場 受付場所と同じ 中部

10 伊勢
Ｒ２３号線

ＪＡ松阪きっする黒部
受付場所と同じ 三重

7 三保 清水区三保海水浴場駐車場 受付場所と同じ 愛知

8 能登 道の駅中島ロマン峠 受付場所と同じ 北陸

5 南房 道の駅「とみやま」 受付場所と同じ 千葉

6 三浦 横須賀市　ペリー公園 受付場所と同じ 東京

3 秋田 道の駅「てんのう」 秋田マリーナ 宮城

4 宮城 松島町町営駐車場 受付場所と同じ 宮城

1 道央 ウトナイ湖道の駅 受付場所と同じ 北海道

2 道南 海岸町船溜まり 受付場所と同じ 北海道

全日本サーフキャステイング連盟

　　　　　第108回全日本キス投げ釣り選手権大会会場一覧表

会場№ 会　場　名 受付場所 審査場所 協会名



担　当　ク　ラ　ブ 電話番号
会 場 責 任 者 携帯電話

呉キャスターズ 0823-74-2401
山本　雅之 090-1686-9681
廿日市サーフ 082-929-4054
高田　一雄 090-9505-2372
西京サーフ 0835-22-8262
矢野　健司 090-4806-5643
関門サーフ 083-283-2466
鶴野　重光 090-4587-0648
下関サーフ 083-253-0792
木谷　高明 090-1687-0792
悠友サーフ 088-688-0772
尾形　丹士 090-1570-3163
香川ドリームサーフ 087-882-8518
大川　勉 090-7145-9950
松山キャスターズ
渡部　裕司 090-3188-1173
松山フィッシング
竹中　準 090-4335-7091
長浜サーフ
山田　淳 080-6395-5867
西条フィッシャマン
高橋　正 090-3186-8716
松山キャスターズ
田所　映夫 090-9557-5116
高知サーフ 088-860-7232
長崎　豊彦 090-4509-0186
大野サーフ 0829-38-0408
高木　博之 090-9507-8622
門司サーフ 093-321-1227
岩佐　典広 090-1970-6894
あじさいサーフ 095-850-0598
尾上　章司 090-3799-3020
大野サーフ 082-923-6405
檜垣　俊之 090-7595-5151
インター長崎サーフ 095-878-9019
吉田　朗 090-4474-0528
大分サーフ 097-578-6225
今宮　一彦 090-7442-7827
えのみやサーフ 082-849-1744
勝浦　荘吾 090-7776-3325
広島釣趣会 0829-56-2464
高須賀　幸彦 090-7541-8505

48 長島（鹿児島） 薄井漁港（竹島大橋桁下） 受付場所と同じ 広島

49 志布志 内之浦ｺｽﾓﾋﾟｱ前 受付場所と同じ 広島

46 下五島 福江港チャンスレンタカー 受付場所と同じ 長崎

47 古江（宮崎） 延岡市北浦町古江 受付場所と同じ 大分

44 崎戸大島 大島大橋公園 受付場所と同じ 長崎

45 上五島 民宿えびや前 受付場所と同じ 広島

42 対馬 仁田役場 受付場所と同じ 広島

43 平戸 平戸側大橋畔駐車場 受付場所と同じ 北九州

40 松山 三津埠頭（魚市場前） 受付場所と同じ 愛媛

41 宿毛 宿毛海上保安庁前 受付場所と同じ 高知

38 大洲 長浜新波止環境緑地 受付場所と同じ 愛媛

39 今治 今治港白灯台 受付場所と同じ 愛媛

36 中島 大浦港 受付場所と同じ 愛媛

37 宇和島 知永漁港 受付場所と同じ 愛媛

34 徳島 徳島市津田海岸町公園南側
徳島市津田海岸

町公園北側
徳島

35 香川 讃岐家駐車場
三津トンネル北側

彫刻公園
香川

32 下関 吉見フィッシングセンター駐車場 岬の町埠頭公園前 山口

33 仙崎 仙崎観光汽船乗り場駐車場
仙崎人口島公園

前
山口

30 柳井 柳井港東埋立地 受付場所と同じ 広島

31 徳山 周南市晴海親水公園 受付場所と同じ 山口

会場№ 会　場　名 受付場所 審査場所 協会名

29 呉
汐音（旧音戸ロッジ）下駐

車場
受付場所と同じ 広島


