
第 90 回 全日本キス投げ釣り選手権大会 要項 

■開催日   平成 21 年 6 月 21 日 日曜日 （雨天決行） 

■開催場所     別紙一覧表の会場  

■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 1,000 円  （高校生以下の少年と女性会員は 500 円） 

■竿数制限     使用竿数は一人 3 本以内 

■バッジデザイン募集 バッジデザインを募集します。作品は 5 月 11 日（月） プロジェクト必着で送ってください。 

■参加申し込み 

1 
所定の用紙（全日本サーフの 4 枚複写式名簿用紙）にクラブ単位で会場ごとの参加者名簿を作成し参加費を添えて所属

協会に申し込む。（ホームページの釣り大会参加名簿様式を使用することも出来ます） 

2 
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）を作成し、参加者名簿（協会保存用を除く）と参加費（郵便

為替）を添えて締め切りの 5 月 24 日（日）必着 でプロジェクトに送付する。 

3 
  全国どこの会場に参加しても良いが、参加者名簿は必ず会場ごとに作成し、記入する代表者名は、その会場に参加す

る者の中から選んで記入する。したがって住所、氏名、電話番号もその代表者のものを記入すること。 

4 締切日以後の参加申し込み及び会場変更は認めない。 

5 
申し込んだ会場が特別な理由無く、２クラブ、10 名に満たない場合は会場を取り消し、プロジェクトから該当者に連絡す

る、この場合は会場変更を認める。 

6 参加者名簿の記入に際し、会場№と会場名を照合すること。会場№と会場名が違っている場合は会場№が優先する。 

■大会当日の受付と出発・終了 

1 
申し込み会場の受付場所で、受付時間内（午前 1 時～午前 1 時 30 分）にクラブ単位で実参加者とペーパー参加者の申告

をし、各人が審査票を受け取り会場責任者の指示に従い午前 1 時 30 分より出発する。 

2 受付をしなかった場合、又は受け付け時間前に釣り場へ入った場合（場所取りとみなされる行為）は失格とする。 

3 
申し込んだ会場の参加予定者がクラブ単位で全員不参加となった場合、参加代表者は必ず事前に会場責任者に連絡す

ること。 

4 
荒天などの理由により会場責任者の判断で会場を変更することがある。この場合は参加クラブへの連絡を完全に行い、

混乱の起こらないようにすること。 

5 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ことを報告して帰宅すること。 

■審査 

1 受付をした会場の指定された場所で時間内（午前 11 時～午前 11 時 30 分）に検寸審査を受ける。 

2 審査時間に遅れた場合は理由の如何に拘わらず失格とする。 

3 審査を受ける者は自身で本賞の部（シロギス・キュウセン）・他魚の部いずれかを選択して審査を受ける。 

4 
審査票には所定の事項を漏れなく楷書で記入し、特に氏名はフルネームでフリガナも明記し会員番号（9 桁）は必ず記入

すること。 

5 
検寸魚の 低基準は本賞 23ｃｍ、他魚は全日本サーフ大物・特別大物基準寸法以上（実寸）とする。尚、本賞・他魚とも

に、それぞれ同じ部門の全匹数を記入し、又、大物調査の必要上、対象大物ランク魚は全魚種検寸記載する。 

6 著しく鮮度が悪いと認められるものは、会場責任者の判断で失格とする。 

7 会場責任者は審査の公正を期すため他クラブの参加者に立会いをお願いしてください。 

8 会場責任者は希望者には大物証明書を発行してください。 

■表彰 

1 
本賞の部（シロギス・キュウセン）一匹の長さで順位を決める。同寸の場合はシロギス・キュウセンの匹数の多い方を上位

とする。（同寸同匹数は同順位とする） 

2 
他魚の部は審査 5 の長さを各々のスーパーランクで割るポイント方式で順位を定める。尚、同ポイントの場合は他魚の匹

数の多い方を上位とする。(同ポイント同匹数の場合は同順位とする) 

3 
一人一賞とし、入賞は参加総数の 20％。割合は本賞 4、他魚 1 とする（尚、入賞盾の進呈範囲は入賞者の 30％とし、割合

は本賞 4、他魚 1 とする） 

4 本賞・他魚を問わず上位入賞すると思われる者は、必ず魚拓（綺麗な魚拓）を提出してください。 



■注意事項 

1 正規の渡船以外のゴムボート・軽ボート等での渡礁を禁ずる。渡船利用の場合は救命胴衣着用のこと。 

2 

連盟のビッグイベントを意義あるものにする為、大会に参加・不参加に関わり無く、連盟会員の大会前日の釣りを禁止す

る。不参加者は大会当日の釣りも自粛の事。 

※注：重複する外部行事への参加については、連盟規約細則第 5 章第 6 条 2 項、3 項を参照のこと。 

3 全日本サーフの事故防止規程を守り行動の安全に十分配慮すること。 

4 全日本サーフの会員として誇りと自覚を持ち、規律ある行動を取ること。 

5 このほか大会参加のマナーに反する行為、公正を害する行為については全て失格の対象とする。 

6 釣り場での焚き火は防災上の理由から禁止する。 

■大会関係の書類送付先及び連絡先 

第 90 回全日本キス釣り選手権大会プロジェクト

全日本サーフ連盟・北九州協会

大会実行委員 大石祥治

北九州市戸畑区初音町７－11

携帯 090-4350-0744

FAX093-871-5058 

メールアドレス mo_tobihata_cap@yahoo.co.jp
 

 
第 90 回全日本キス投げ釣り選手権大会会場一覧表 

協会名 北九州協会  協会長 金田 厚 

会場 NO 会場名 受付場所 審査場所 協会名 担当クラブ 

会場責任者 

1 道央 沼ノ端ドライブイン｢タートル｣ 受付に同じ 北海道 札幌サーフ 

菅原 隆 

2 道南 函館市若松新埠頭 受付に同じ 北海道 はこだてサーフ 

岸田 健司 

3 八戸 舘花漁港 受付に同じ 青森 FC 投人 

田村 貴生 

4 牡鹿雄勝 石巻魚市場 

東側駐車場 

受付に同じ 宮城 宮城海遊サーフ 

有馬 洋一 

5 山形 鼠ケ関港入口駐車場 受付に同じ 宮城 仙台青葉サーフ 

木村 春男 

6 青海海岸 青海海岸駐車場 受付に同じ 新潟 柏崎サーフ 

杉野 晶一 

7 能登 道の駅 『中島ロマン峠』 受付に同じ 北陸 能登中央サーフ 

南口 浩一 

8 南房 道の駅 『とみやま』 受付に同じ 千葉 千葉サーフ 

増村 隆 

9 三浦 久里浜ペリー公園 受付に同じ 東京 東京フロンティアサーフ 

利根川 俊一 

10 沼津 沼津旧米軍 上陸演習地跡 受付に同じ 愛知 豊橋サーフ 

加藤健司 

11 敦賀 敦賀子供の国駐車場 受付に同じ 中部 敦賀サーフ 

小倉 政雄 

12 鳥羽 近鉄鳥羽駅海側 佐田浜公園前 大阪 西大阪サーフ 

吉本 克巳 

13 古江 古江漁港前 受付に同じ 大阪 長居フィッシングクラブ 

六車 健一 

14 串本 旧フェリー乗場 受付に同じ 大阪 大阪アングラース 

沢田 孝治 

15 熊野 熊野市大泊町 熊野パーキング  受付に同じ 三重 熊野サーフ 

岩本 浩 

16 伊勢 R23 号南豊 

スーパードライブイン 

受付に同じ 三重 四日市サーフ 

杉本 義徳 

17 和歌山 水軒埋立地 受付に同じ 和歌山 和歌山サーフ 

深田吉宜 

18 間人 後ヶ浜 受付に同じ 兵庫 西宮天狗サーフ 

永谷 嘉三 



19 香住 香住東港 受付に同じ 兵庫 関西サーフ 

前田 明 

20 明石 明石港土砂置き場 受付に同じ 兵庫 神戸布引サーフ 

牧元 和仁 

21 淡路島 兵庫県立淡路島公園 受付に同じ 兵庫 東神戸釣楽会 

若原 敏雄 

22 鳥取東部 鳥取砂丘会館 受付に同じ 鳥取 鳥取サーフ 

山根 一則 

23 境港 ゆめみなと公園 受付に同じ 岡山 TEAM 遊 

久米井 徹 

24 宇野 新田井港 受付に同じ 岡山 ダルマサーフ 

林 睦之 

25 下津井 佐野安ドッグ横 受付に同じ 岡山 岡山五月会サーフ 

貝原 常康 

26 笠岡 神島外浦港 受付に同じ 岡山 岡山レインボーサーフ 

中山 勝志 

27 弓削島 下弓削新港 受付に同じ 備後 三原サーフ 

三瀬芳則 

28 大崎上島 垂水フェリー乗場 受付に同じ 備後 竹原サーフ 

吉本 博巳 

29 呉 音戸瀬戸公園 受付に同じ 広島 安芸サーフ 

磯部 護 

30 浜田 お魚センター前広場 受付に同じ 広島 広島グリーンキャスターズ 

上村 脩 

31 蒲刈 見戸代港 受付に同じ 広島 呉投友会 

横山 浩二 

32 柳井 柳井港東埋立地 受付に同じ 広島 広島釣趣会 

高須賀 幸彦 

33 仙崎 仙崎観光汽船乗場 駐車場  仙崎漁港 山口 下関サーフ 

河合 則夫 

34 下関 吉見フイッシングセンター 駐車場 岬之町三百目 

埠頭公園前 

山口 関門サーフ 

靏野 重光 

35 山口 道の駅 田万川 受付に同じ 山口 西京サーフ 

矢野 健司 

36 徳島 徳島市津田海岸町 公園 受付に同じ 徳島 徳島セントラルサーフ 

塩田 淳 

37 香川東 讃岐家駐車場 旧さかな亭広場 香川 香川ドリームサーフ 

亀山 静夫 

38 香川西 旧仁尾町役場 受付に同じ 香川 瀬戸大橋クラブ 

松井 保 

39 今冶 今治港白灯台 受付に同じ 愛媛 西条フィッシャマン 

高橋 正 

40 松山 三津埠頭(魚市場前) 受付に同じ 愛媛 松山リール 

新矢 雄二 

41 中島 大浦港公園 受付に同じ 愛媛 松山キャスターズ 

渡部 裕司 

42 大洲 長浜新波止環境緑地 受付に同じ 愛媛 長浜サーフ 

坂東 敏幸 

43 宇和島 吉田町知永漁港前 受付に同じ 愛媛 松山フィッシング 

竹中 準 

44 高知 高知新港西詰  受付に同じ 高知 高知中央サーフ 

仁井田 浩一 

45 宿毛 宿毛佐伯フェリー 乗り場 受付に同じ 高知 RYOMA サーフ 

森澤 哲士 

46 北浦 延岡市北浦町古江港 受付に同じ 大分 大分サーフ 

小川 秀一 

47 平戸 平戸側大橋畔駐車場 受付に同じ 北九州 福岡サーフ 

坂田 英世 

48 西海・大島 太田和フェリー乗場跡 受付に同じ 長崎 長崎あじさいサーフ 

木村 光盛 

49 長島 薄井漁港竹島大橋下 黒之瀬戸大橋 広島 音戸サーフ 

土手 達馬 

50 志布志 内之浦コスモピア前 受付に同じ 北九州 飛幡サーフ 



大石 祥治 

51 上五島 民宿えびや前 受付に同じ 広島 大野サーフ 

檜垣 俊之 

52 対馬 仁田役場 受付に同じ 広島 大野サーフ 

高木 博之 

【ご注意】 第 90 回では前回大会と変わったところがあります 

★ 登録の無かった会場・・・・・・・・青森六ヶ所村(青森協会)/秋田(東北協会)/柏崎港(新潟協会) 

江名(東京協会)/若狭上中(中部協会)/牛窓(岡山協会) 

★ 新しく登録された会場・・・・・・・・八戸(青森協会)/青海海岸(新潟協会)/鳥羽(大阪協会) 

★ 会場名の変わった会場・・・・・・長浜会場→大洲会場(愛媛協会) 

★ 受付場所の変わった会場・・・・淡路島会場(兵庫協会)/中島会場(愛媛協会) 

 


