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浅ダナ・チョウチン一本勝負!

■競技規定

規約

浅ダナ・チョウチン一本勝負がジャパンカップに進化しました。
■主催

■順位決定方法

株式会社 シマノ

公平を期すために、参加選手を平等にブロック分
けいたします。
■日程
2017年4月15日
（土）
第1ラウンド・第2ラウンド、各釣り方の順位決定方
法は重量によるポイント配分で決定します。
■大会場所
椎の木湖（埼玉県羽生市）
2ラウンドの合計ポイント数で総合順位を決定します。
ポイント数が同一の場合は、占有率（%）の平均値
■予定スケジュール
※釣り場の状況により競技時間を変更する場合がご
にて順位を決定します。
ざいます。
さらに同一の場合は2ラウンドの総重量にて順位
を決定します。
6：00〜
大会受付・実釣準備（参加確認証を
それでも同一の場合は抽選にて決定します。
忘れずにご持参下さい）
7：00〜10：30 第1ラウンド（奇数番号の釣座：浅ダ ＜ポイントと占有率＞
ポイントは釣り方別に[表2：参考例-1]のように1
ナ・偶数番号の釣座：チョウチン）
位15点、…最下位1点を与えます。
10：30〜11：15 昼休憩・釣り方変更
人数差がある場合、[表3：参考例-2]のように、
ポイ
11：15 〜14：45 第2ラウンド（奇数番号の釣座：チョ
ントは釣り方別の最大人数と同じ配点といたします。
ウチン・偶数番号の釣座：浅ダナ）
同重量の場合は、該当選手のポイント合計を該当
15：30〜
表彰式
選手数で割ったポイントを各選手に与えます。
■競技方法説明
小数点以下は第3位を四捨五入します。
参加選手を浅ダナとチョウチンで分け、交互に釣
※占有率（%）
とは、各選手の釣果を釣り方別グルー
座に入っていただきます。
プ全員の釣果合計で割り、パーセンテージで表し
奇数番号の釣座に入った選手は第1ラウンド浅ダ
たものです。
ナ、
偶数番号の釣座に入った選手はチョウチンです。
全員が釣果ゼロ、もしくは同重量の場合、100%
第2ラウンドはそれぞれ釣り方を変更していただ
を多いほうのグループ人数で割った値を各選手に
きます。
与えます。
試合間の釣座移動はありません。1ラウンド終了
※表1
時に合図しますので、釣り方の変更を行ってくださ
［第1ラウンド時］
い。
（表1参照）
奇数番号の
釣座
浅ダナ

偶数番号の
釣座
チョウチン

奇数番号の
釣座
浅ダナ

偶数番号の
釣座
浅ダナ

■チョウチン規定
ウキの位置は穂先から使用ウキ1本分以上の間隔を
空けること。
ただし60cm以内とします。
上記が守られていれば底釣りでも構いません。

■その他競技規定

奇数番号の
釣座
チョウチン

※表2【参考例 -1】
通常のグループ
選手No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
釣果（kg）29.65 27.35 26.48 25.93 24.95 24.64 24.64 24.64 21.08 21.07 21.07 20.36 20.28 20.04 19.87
ポイント 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0
9.0
9.0
7.0
5.5
5.5
4.0
3.0
2.0
1.0
占有率 8.42 7.77 7.52 7.37 7.09 7.0
7.0
7.0 5.99 5.98 5.98 5.78 5.76 5.69 5.64
※表3【参考例 -2】
人数が少ないグループ
15
ー
ー
ー

検量は自動検量機器で行ないます。
フラシは使用 〈会場案内図〉
いたしません。事前に椎の木湖事務所またはホー
ムページで使用方法をご確認ください。
自動検量器を使用する際、
タモ入れした魚を再度
羽生IC
水に浸けることは禁止です。
東
また、
ハリからはずしてから検量してください。
北
道
競技開始、終了は合図をします（指定時間を守れ
羽生栗橋線県道84号
なかった方は失格対象となります）
。
終了の合図をしたときに針掛かりしている魚は有
効とします。
すみやかに取り込んでください。
大会は第1ラウンドの競技が終了した時点をもっ
て大会成立とします。

埼玉水族館

カンバン

椎の木湖

三田ヶ谷
交差点
GS

至 加須IC

選手No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
釣果（kg）29.65 27.35 26.48 25.93 24.95 24.64 24.64 24.64 21.08 21.07 21.07 20.36 20.28 20.04
ポイント 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 9.0
9.0
9.0
7.0
5.5
5.5
4.0
3.0
2.0
占有率 8.93 8.23 7.97 7.81 7.51 7.42 7.42 7.42 6.35 6.34 6.34 6.13 6.11 6.03

タナはウキより第1オモリまで1ｍ〜1.5ｍを基準と
します。

各地区大会上位者（地区により人数が異なります）
に
はジャパンカップ・全国大会出場権が与えられます。
全国大会は、各地区大会からの進出選手、およびシ
マノジャパンカップへら韓国大会決勝の上位２名、
シード選手（前年度全国大会１位〜３位）
にて競われ
ます。全国大会の競技規定は別途定めるものとし、出
場選手にはガイドブックを送付するとともに、
シマノ
ホームページ上でも公開いたします。参考として最
新の競技規定はシマノホームページに掲載の昨年
度『シマノ・ジャパンカップへら釣り選手権全国大会
ガイドブックＰＤＦ版』
をご覧ください。全国大会出場
権は、
翌年への繰り越しはできません。

高い煙突

奇数番号の
釣座
チョウチン

■浅ダナ規定

■全国大会について

至 館林IC

［釣り方別グループ最大人数が15人の場合］

偶数番号の
釣座
浅ダナ

奇数番号の
釣座
浅ダナ

昼休憩・釣り方変更

［第2ラウンド時］
奇数番号の
釣座
チョウチン

偶数番号の
釣座
チョウチン

タックルはどのメーカーのものでも構いません。
竿の使用は8尺〜21尺まで、
1本に限ります。
予備竿は必ず収納状態とし、
ロッドケースにて保管
してください。
エサは生きエサのみ禁止です。その他は池の規定
に準じますので、
あらかじめご確認ください。
仕込みウキ
（自立ウキ）
は禁止といたします。
ウキ止めストッパーの間隔は1cm以内にしてくだ
さい。
ウキのエサ落ち目盛りはオモリ・ハリが2本ついた
状態（エサなし）
で水面上にトップが出るように取っ
てください。
ハリ数は2本のみといたします。
エサは両バリにつ
けてください。
オモリの位置は道糸とハリスの結合部一ヶ所にま
とめてください。
（絡み止めオモリ等の使用は認め
ます）
但し間隔を空け、分散させて使用することはでき
ません。
穂先より手前にウキを持ってくる釣りや、
ウキの位
置より手前へのエサ投入、桟橋に対して垂直でな
い竿出しは禁止とします。警告のうえ、止めていた
だけない場合は失格となります。
ハリへのエサ付けは、
競技開始前でも構いません。
スレで釣れた魚は認めません。
リリースしてください。

但し、安全等の理由で競技時間を短縮した場合も
競技終了とみなしますので、
予めご了承ください。
競技時間中は、受付でお渡ししたオリジナルキャッ
プを着帽のうえ、ゼッケンを必ず判別できるように
着用してください。
審査カードは氏名（フリガナも）、年齢、住所等必要
事項をご記入の上、常に身につけてください。
また
結果確認のために釣果なしの方も必ず検量時に審
査員に提出してください。
選手が受付時間に遅れた場合は、個別に注意事項
の説明を受けた後で第1ラウンドを開始していた
だきます。従って、遅れた選手につきましては、第1
ラウンドの開始時刻が遅くなり、結果的に試合時間
が短くなる場合がございます。
他の選手の競技規定違反の指摘や判定等、
すべて
の申し出は、その時、その場で最寄りの審判、大会
本部までご連絡ください。事後の指摘及びクレー
ムは認めません。
競技規定等すべての事項について、注意を守れな
かった方、大会スタッフが不正と認めた場合、大会ス
タッフの判断により失格といたします。

注意事項
■受付時に申込氏名の確認をさせていただきます。代理出
場は認めません。
また氏名を偽って参加された方は失格
となります。
■セコンド行為は禁止します。違反すると失格となります。
■携帯電話の使用（送受信）もセコンド行為となります。但
し、110番、119番と大会本部への緊急電話について
はこの限りではありません。
■飲酒状態での競技への参加はご遠慮ください。大会ス
タッフの判断により失格にすることがあります。
■安全でスムーズな大会運営のため、時間厳守を心掛け
ていただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。
■雷が発生したときは、競技を中断し、安全な場所に避難し
てください。
■大会参加者の交通事故、その他の事故については、主催
者は一切責任を負いません。
大会中はくれぐれも、
各自の
責任において安全確保に努めてください。
■各自の保険は参加費に含まれます。補償の対象は参加
選手自身の死亡、後遺症障害、入院、通院、賠償責任にな
ります
（上限が定められています）。
■地区大会・全国大会とも、天候・会場およびその他の事
情により大会日、場所、試合時間等を変更する場合があ
ります
（1、2回戦の競技時間短縮や2回戦の中止等）。地
区大会が中止の場合は、原則としてその大会は延期せず
に中止とします。
あらかじめご了承ください。
■各自のゴミは必ずご自身でお持ち帰りください。
■携帯灰皿の配布は行なっておりません。おタバコをお吸
いになられる選手の方は、
各自で灰皿をご持参ください。
■表彰式終了後に行なう
「シマノ クリーンナップ プロジェ
クト
（清掃活動）」
へのご協力をお願いいたします。
■大会最後に行なう
「お楽しみ抽選会」の対象は、表彰式に
おられる方のみです。
（ 代理の方の賞品受け取りはご遠
慮ください。
）
■出場が決定した方の参加費（釣場料金含む）は大会中止
の場合のみ返金いたします。
※原則として大会中止以外は返金いたしませんのでご了
承ください。
但し、やむを得ずお客様の都合によりキャンセルを希望

される時は大会３日前の17時までにキャンセルの手続
きをしていただければ、手数料1,000円(現金書留代
500円+事務手数料500円）
を差し引いた金額を返金
いたします。
インターネット申込の方は、
シマノメンバーズにログイン
して頂き、
キャンセルの手続きをお願い致します。
エントリーセンターではインターネット申込の方のお電話
でのキャンセルは受付ておりません。
予めご了承下さい。
お電話またはFAXでお申込された方は、エントリーセン
ターまでお電話にてお申し出ください。
0120-200-160
受付時間11：00〜17：00（土・日・祝は除く）
ただしキャンセルされた場合でも、お電話・FAXで受付
した申込手数料は返金いたしませんのでご了承くださ
い。
（中止時は除く）
※なお、中止・キャンセルに関わらずお客様の都合でお受
け取りいただけずエントリーセンターに返送された場
合、再送料を差し引いてのご返金になります。
※大会３日前の１７時までに参加をキャンセルされた場合、
ご
返金か記念品の送付かをお選びいただくことができます。
ご返金処理は大会終了の１ヶ月後から開始いたしますの
で、
ご返金には日数がかかりますことをご了承ください。
万一当日参加できなかった場合は参加確認証・誓約書
をエントリーセンターまでご送付ください。大会終了
1ヶ月後から参加記念品を送付いたします。但し大会日
より１ヶ月以内のエントリーセンター到着分とさせてい
ただきます。
■大会中止の場合
参加記念品をご希望の方は、中止決定後１４日以内必着
で参加確認証・誓約書をエントリーセンターまで送付く
ださい。
参加記念品代2,000円を差し引いた金額をご返金いた
します。
参加確認証・誓約書送付先
シマノ エントリーセンター
〒541-0048
大阪市中央区瓦町2丁目6番地6号 ミラータワービル

環境を壊さないよう、仕掛け、残りエサなどの後始末を忘れずお願いします。

●大会開催の有無に関するお問合せについて
※開催の有無（予備日への延期・中止）
に関してシマノ エントリーセンターや大会事務局から電話連絡はいたしておりませんので、下記にて確認いただきます
ようお願い申し上げます。
（但し、大会前日の正午以降に開設します。）
ご案内は、●その時点での最新状況 ●次の最新状況案内時刻 ●開催の最終決定予定時刻 となります。
但し、開催が最終決定された場合でも当日の状況急変により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご案内が更新されない（「開催します」の表記のまま）状態であっても延期・中止となる場合もございます。
●ジャパンカップ開催有無の案内（フリーダイヤル・テープでのご案内） 0120-313-137
●シマノホームページのイベント情報 http://ﬁshing.shimano.co.jp/event̲info
●携帯サイトのイベント情報 http://www.shimano-jc.jp/
電話案内につきましては、回線数に限りがあり、つながりにくい（話し中）場合がございます。簡単にアクセスできる携帯サイト
（直接、開催有無の案内につなが
ります）
をブックマークしていただくことをお勧めします。※いずれも、明らかに延期や中止と判断される場合は予定時刻以前に発表となることもございます。

大会開催場所に関するお問合せは大会主催シマノ営業所まで（裏面に記載の地図を参照ください。） 受付時間

●競技規定・上記以外に
関するお問合せは

受信専用TEL（072）223 -3733
発信専用ＴＥＬ（080）8537-3621

9：00〜17：00（土・日・祝日は除く）

株式会社シマノ ジャパンカップ大会事務局
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地
受付時間 9:00〜12：00/13：00〜17:00（土・日・祝日は除く）

