磯（グレ）釣り選手権
セミファイナル東海・関西・四国・九州大会
ガ イド ブ ック
日 程／場 所

2010年10月30日（土）
関西大会 三重県 尾鷲
2010年10月31日（日）
東海大会 静岡県 妻良
四国大会 愛媛県 日振島
九州大会 大分県 鶴見

10月30日（土）
・31日（日）
大会スケジュール

セミファイナル大会は、不公平や運の要素を極力無くすために、独特のルールを設定して
おります。
さらに、対戦相手や磯割りにおいても、1回の抽選でその趣旨に沿うような組み
合わせの設定をしております。
それらを実現するために、欠席による飛び番号の回避、及び奇数組み合わせ（3名対戦）
を
1グループのみとするために、参加人員の最終確定を行なった後に組み合わせ抽選をい
たします。従いまして、競技説明等の重要性も考慮し、受付・点呼終了時刻に間に合わない
場合は、第1試合に出場することはできません。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※会場により開催日及びスケジュールは異なります。

東海（妻良）
10/31（日）

関西（尾鷲）
10/30（土）

四国（日振島）
10/31（日）

九州（鶴見）
10/31（日）

4：50〜 4：55
4：55〜 5：00
5：00〜 5：10
5：10〜 5：30
5：30〜 5：45
5：45〜 6：30
6：30〜 9：30
9：30〜10：30
10：30〜13：30
13：30〜14：30
14：30〜

4：00〜 4：05
4：05〜 4：15
4：15〜 4：25
4：25〜 4：45
4：45〜 5：00
5：00〜 6：30
6：30〜 9：30
9：30〜10：30
10：30〜13：30
13：30〜15：30
15：30〜

4：30〜 4：35
4：35〜 4：40
4：40〜 4：55
4：55〜 5：15
5：15〜 5：30
5：30〜 7：00
7：00〜10：00
10：00〜11：00
11：00〜14：00
14：00〜16：00
16：00〜

4：25〜 4：35
4：35〜 4：40
4：40〜 4：55
4：55〜 5：15
5：15〜 5：30
5：30〜 6：30
6：30〜 9：30
9：30〜10：30
10：30〜13：30
13：30〜15：00
15：00〜

受付・点呼（朝食は各自で済ませておいてください）
競技説明補足及び重要事項説明
抽選、記念品配布
乗船準備・整列
タックルチェック、乗船
出船・渡礁・待機
第1試合（前半90分/釣座交替/後半90分 合計3時間）
魚預かり、
タックル及びエサチェック、磯替わり
第2試合（前半90分/釣座交替/後半90分 合計3時間）
帰港、検量、
クリーンナッププロジェクト、集合写真、表彰式
昼食弁当配布、解散

※受付から昼食弁当をお渡しするまで長時間ございます。申し訳ございませんが、その間の食事は各自でご準備ください。
※大会スケジュールは都合によりやむを得ず当日変更する場合があります。
（競技時間の変更がありましても、原則として大会終了時間が変更になることはありませんが、余裕をもった帰路のスケジュ
ールでご参加ください。）
※大会を中止する場合は、各大会前日正午より 15 時までの間に、ご登録された連絡先へ大会本部からご連絡をいたします。
但し、電波不具合や電源不具合、
もしくはお出にならない等お客様の都合によりつながらない場合はご了承ください。
また、自動応答ダイヤル
0120-285-615（全セミファイナル大会共通）を各大会前日正午より開設しておりますので
ご利用ください。

当日緊急連絡先
東海大会（担当・大泉）
：090-4644-1921
関西大会（担当・安東）
：090-5122-5675
四国大会（担当・山本）
：080-1514-3731
九州大会（担当・佐伯）
：090-3496-8551
※大会前日の13：00〜20：00と大会当日3：30からの開設となります。釣り場によっては、電波状況が悪く電話が
かからない事があります。予めご了承ください。

出場選手への参加記念品
●JCセミファイナル大会カーボン製オリジナル・ネームタグ
●JCセミファイナル大会オリジナルキャップ
［競技中及び表彰式で着用ください］

大 会 委 員 長

大 会 役 員
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株式会社シマノ 取締役

釣具事業部長

大会審査委員長
東 海 大 会

株式会社シマノ

関 西 大 会

株式会社シマノ

四 国 大 会

株式会社シマノ

九 州 大 会

株式会社シマノ

大
安
山
佐

泉
東
本
伯

正
正
雄
智

史
幸
三
弘

島 野

泰 三

競 技 規 定
【試合形式】
●3時間（前・後半各90分、
インターバル時間なし）の試
合を2試合行ないます。第1試合、第2試合をそれぞ
れマンツーマン
（実参加総数が奇数の場合、1グルー
プのみ3名での対戦）
で行ないます。
●3時間（前・後半各90分）の試合を2試合行ないます。
3名の対戦の場合は60分で釣り座を交替します。
（ひとつ左の釣り座に入り、
左端の選手は右端の釣り座
に入ります。
）
4大会とも、
渡船は2隻使用いたします。

うち、関西大会・四国大会は、
インストラクター選抜戦
を併催いたします。
抽選により、一部の選手はシマノインストラクターと
同船させていただきますが、競技そのものに影響はご
ざいません。
※ 地 区 大 会 の 最 終 結 果 および 、シ ード権 獲 得 選 手
（2009全国大会出場による）の会場選択結果によ
り、各セミファイナル参加者数が当初の予定から変更
されています。従いまして、全国大会進出者数も最終
参加者数で比例配分されたものに変更されています。
※インストラクター戦を併設する会場では、
インストラク
ターが同船します。
※各会場とも、進出の比例配分において最も不公平の
ないように計算してありますが、必然的に会場間、船
間で多少の差は生じますことをご理解ください。

A船
全国大会
進出者数

B船
全国大会
進出者数

インストラクター
乗船人数

参加者数

全国大会
進出者数

総合
進出倍率

乗船者数

東海

23

3

7.67

11

関西

23

3

7.67

15

2

7.50

8

1

8.00

5

四国

29

5

5.80

17

3

5.67

12

2

6.00

13

九州

39

6

6.50

19

3

6.33

20

3

6.67

−

進出倍率

1＋
（注） （7.67）

乗船者数
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進出倍率

1＋
（注） （7.67）

−

注1）東海会場の進出3人目は各船2位同士の上位1名（勝ポイント、占有率、総重量の順）
といたします。

第1試合終了後の磯替わり時に船内にて検量袋を預
【組み合わせ方式】
かります。
試合においての不公平や運の要素を極力無くすために、
第2試合のグレは帰港後に検量袋を預かります。
順位決定方法は対戦相手とのポイント制や占有率とい
●第1試合終了後、船内にて、第1試合分の検量袋およ
う独特のルールを設定しております。
び予備1袋をお預りします。
さらに、
組み合わせ抽選においても、
その趣旨により、
●検量の単位は1gとします。
・ 対戦相手は2試合で異なる
●大会スタッフの重量コールと審査カードの受取りをも
・ 同じ磯に上がらない
って重量決定といたします。
・ 3人対戦に当たった選手は、もう1試合は必ず2人対
●検量に提出しないグレは、魚族保護のため極力放流し
戦とする
てください。
・ ポイント優先権は先攻・後攻各1回（3人対戦の真ん
中に当たった場合のみ、もう1試合の2人対戦時は先
【順位決定方法】
攻または後攻のどちらかになります）
●釣ったグレ
（メジナ）の5匹の総重量によるマンツーマ
となるように1回の抽選で設定しております。
ン
（もしくは3名での対戦）での勝ポイントを付与しま
す。但し、釣果が5匹未満の場合は、その総重量による
【検量方法】
結果といたします。
●釣ったグレ
（メジナ）のみ5匹を検量の対象とします。
●勝ポイントは、勝ち:3点、引き分け:1点（但し、釣果0
オキナメジナ（スカエース/ウシグレ）は、対象に入れ
の引分けも勝ポイント1、占有率は50とします。）、負
ます。
け:0点とします。
●グレの大きさは25cm以上（検量時の寸法）とし、
●2試合の合計勝ポイントで船内順位を決定いたし
25cm未満のグレは釣果に含めません。
ます。
第1試合のグレは、氷入りのクーラーで預かりますの
●合計勝ポイントが同点の場合、平均占有率の高い方を
で、多少の縮みが生じます。
上位といたします。
（25cmは、
釣場の状況で変更する場合があります）
。
●占有率スコアは2名のペアの釣果の重量を合計とし、
●検量に用いる名札付き検量袋を各選手に2袋（2試合
各選手のパーセンテージとします。1試合における占
分）
と予備2袋（第1試合・第2試合の検量用5匹以外
有率は、
自分の釣果をペア2名の合計釣果で割ったも
の魚入れ）
を受付時にお渡しいたします。
のです。
●検量袋には検量に提出する5匹のみを入れてください。
3

ください。

〔例1〕
１試合における占有率
A選手 釣果
6,000g
A選手の占有率

6000
6000+4000

●サシエサは、オキアミのみとし、種類・状態は自由と
します。市販のドリップ漬けや、ボイル加工、ハード加
×100=60％

工および手作りによるものでもオキアミの原形をと
どめていれば使用可能です。また釣場で切ったり、ち

B選手

釣果

4,000g

4000
B選手の占有率
×100=40％
6000+4000
〔例2〕
平均占有率
A選手が第１試合60％、
第２試合100％
（相手釣果
なし）のときは
（60+100）
÷2＝80％となります。
●同勝ポイント、同占有率の場合は、2試合の釣果（重
量）の合計の大きい方を上位とします。更に同一の場
合は、抽選にて決定します。
●3名で対戦する場合の勝ポイントと占有率については
下記の表を参照ください。
例１

例2

例3

例4

例5

順

位

1

2

3

勝ポイント 3 1.5 0
順

1

2

2

勝ポイント 3

0

0

1

1

3

勝ポイント 2

2

0

2

2

順

順

位

位

位

1

勝ポイント 3 0.5 0.5
順

位

1

1

1

勝ポイント 1

1

1

ぎったりすること、ムキミ、複数装着等は自由としま
す。但し支給はいたしませんので各自でご用意くだ
さい。
●マキエサ（配合エサ含む）
とサシエサの1試合におい
ての使用量は、
『 40cm以内のバッカンに全てを収
めてチャックが閉まること』、
といたします。重量確認
は行ないません。但し、サシエサ入れ（バッカン取り
付 けタイプだけでなく、ベ ストに付 けるも の も 含
む）、仕切りバッカン、等も全てバッカン内に収めてチ
ャックが閉まることとします。
なお、コマセミキサーとシャク及びシャク立てや、エ
サを入れないバケツ等は別途携行自由とします。
（も

全員が異なる重量

ちろん、エサバッカン内に入れた場合はチャックが閉
まればOKといたします）

下位2人釣果無し

また、シャク立てをバッカン内にセットしてマキエサ
を準備する場合、シャク立てのヒンジでチャックが

上位2人同重量

閉まらない場合に限って審判の判断でOKといたし
ます。

下位2人同重量

●エサは乗船時に2試合分を持ち込んでください。
第1試合であまったマキエサ・サシエサともに、チャ

3人釣果無し
又は同重量

自分の釣果を３名の合計で割り1.5倍したものを占有率とい
たします。但し上限を100％とします。
3名とも釣果無し、
もしくは同重量の場合は、全員に50％を与
えます。

ックが閉まれば第2試合で使用することは可能です。
但し、審判に検査を申し出て、かつ船内で安全・清潔
に詰め替え作業ができるという条件でお願いいたし
ます。
●マキエサの中のオキアミはサシエサとして使用可能
です。

【使用タックル・エサ】
●ウキ釣りに限ります（ウキは、水中ウキ、沈みウキ等
も使用可能です）。

●カゴ釣り、バクダン釣り、紀州釣りのような、仕掛け
に集魚機能や沈降機能を持つ釣り方は認められま
せん。

●競技竿の使用は1本とします。
●竿の長さ、号数は自由です。
●予備竿の持ち込みは認めますがロッドケースに入れ

●磯渡りは選手2名（3名）のみといたします（スタッ

た状態で保管してください。また、竿を交換した場

フは渡礁いたしませんが同船し、ポーターを行ない

合、使用していた竿も同様に保管してください。

ます）。

なお、予備竿の管理は選手ご自身でお願いします。
●タックルはどのメーカーのものでもかまいません。
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【スタートまでの注意事項】

●第1試合と第2試合間は帰港いたしません。
●渡礁後、選手同士で前半・後半で交替する磯の中央

●ハリは1本に限ります。

線及びエリア限界を決めてください（選手が3名で

●オキアミの支給はございません。各自で好みのもの

対戦の場合は、境界線が2箇所になります。）。

をご用意ください。マキエは、
オキアミとアミエビ（赤

中央線やエリア限界とは、磯の上（釣り座範囲）のみ

アミ）のみとし、生やボイル、サイズの大小、等の選択

ではなく海上に続く延長線（仕掛の位置）も範囲に含

は自由とします。配合エサ（集魚剤）も各自でご用意

みます。但し沈みウキについては選手同士のモラル

により判断していただくようお願いします。
●ポイントの選択は試合毎にその試合の渡礁番号が
若い方に優先権があります。
●渡礁はその試合の渡礁番号順に行ない、磯の選択は
船長の指示によります。
●選手が船長と会話をしたり操舵室に入ることは禁止
します。

量等大会全てに関するクレームは、その時、その場で
ご指摘ください。事後の指摘及びクレームは受付け
ません。
●不正行為を行なった場合は、大会スタッフの判断に
より失格とし、今後のシマノ主催の釣り大会への参
加をお断りすることがあります。
●競技中の飲酒は失格とします。
また、飲酒状態での競技への参加はご遠慮ください

【スタートから競技終了までの注意事項】
●競技のスタート及び交替、終了は時計で確認した上
で、選手同士で声をかけ合い行なってください。

（大会スタッフの判断により競技への参加をお断り
する場合があります）。
●競技中は一般の方に対して十分な配慮をしてくださ

●前・後半間でインターバルはありません（選手が3名

い。また、大会スタッフより注意がありましたらそれ

で対戦の場合は、前半・中盤・後半の間でインターバ

に従ってください。大会スタッフの指示に従っていた

ルはありません）。

だけない場合は、失格になることがあります。

●前半・後半の各90分とは、それぞれのポイントで釣

●雷が発生したときは、事故防止のために赤旗等で競

りをする権利を指します。たとえば前半85分で釣り

技中断の合図をしますが、伝わらない場合もありま

を切り上げ、移動し、後半00分より次のポイントで

すので、選手各自の判断でロッドをたたんで競技を

釣りをすることは可能です。
また、前半90分ジャスト

中断し、安全な場所に避難してください。

まで最 初 のポイントで釣りをすることも可 能です
（選手が3名の場合は、前半・中盤・後半それぞれを
指します）。

【その他競技中以外の注意とお願い】
●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ので、各自ご注意願

【その他競技中の注意とお願い】
●選手の代理出場は認めません。
●競技時間、及び大会会場は都合によりやむを得ず変

います。
●各自のゴミは必ずご自身でお持ち帰りください。釣
場には決して捨てないようお願いします。
タバコの吸

更する場合がございます。

い殻も同様です。マナー違反があった場合は警告、

変更により生じる不都合については、弊社は責任を

もしくは失格とすることがあります。

負いかねます。予めご了承ください。

●出場選手は表彰式終了までお残りください。やむを

●選手名及びゼッケン番号がわかるように、競技中及

えない事情で大会途中でお帰りの際は、安全確認の

び表彰式はお渡ししたオリジナルキャップを必ず着

為、大会スタッフにお届けくださいますようお願いい

用してください。

たします。

●セコンド行為は禁止します（違反の場合は、警告の

●大会を欠席された場合、セミファイナル大会出場権

後、従っていただけなければ大会スタッフの判断に

を次年度に繰り越すことはできません。予めご了承く

より失格とします）。

ださい。

※携帯電話の使用（送受信）もセコンド行為になりま
す。但し、110番、118番と緊急連絡先への電話や
試合中のクレーム時の連絡のための電話使用はか
まいません。その際は対戦相手に声をかけ、
トラブル
のないようにお願いします。
※試合中の選手同士、及び大会スタッフ（報道含む）
と
の情報交換も禁止します。
●乗船前にタックルチェックを行ないます。それ以降
は、帰港後検量終了までの間に、無断で車に戻られ
た場合は失格とします。万一、車に戻る必要のある場
合は大会スタッフの許可を得てください。
●他の競技者に対する競技規定違反の指摘や判定・検
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東海大会・集合場所
静岡県南伊豆町妻良漁港
下田市
南伊豆町

妻良港

P

大会本部

136

妻良

乗船場所
石廊崎

136

〒

四国大会・集合場所
愛媛県宇和島市 はまざき渡船
宇和島湾

至 宇和島
市街
56

４台
・入江鉄工所さんの入口には
停めないでください。
・左側はガケになっています。
ご注意ください。

２台
・川口水産さん、
入江鉄工所さんへの
入口には停めないでください。

至 由良、西海方面

入江
鉄工所
さん

P
ジャパンカップ
のぼり

P

川口水産
さん

大会本部、選手駐車場（はまざき渡船）
約１５〜２０台
・受付及び選手集合場所、選手の荷物一時
置き場等を確保するためにパイロンで駐
車場所を制限しています。
・駐車台数を確保するため、奥から順に詰
めて停めてください。
・従いまして、表彰式終了まで出入り出来
ません。ご了承ください。

パイロン
出口

空家

P

入口

乗船場所

P
ここから道路が広くなります

6

大会本部

約２５台
・入口（ジャパンカップのぼり）
から入って、先頭は出口のパ
イロンの前に駐車してください。
・台数を確保するために全車が進行方向に詰めて駐車して
ください。
（表彰式終了まで出入りは出来ません）
・大会本部まで約150ｍあります。荷物の多い選手は一
旦、本部に降ろしてから車を移動してください。
（ 本部に
荷物置き場を確保していますが、管理は個人の責任でお
願いいたします。）
★近隣に民家があります。
駐車中はエンジンを止めてください。
車の出入り、及び人の乗降は、
お静かに願います。

関西大会・集合場所
三重県尾鷲市尾鷲港
42

尾鷲湾

P

425

ジャスコさん

大会本部

尾鷲

大曽根浦

尾鷲港

九州大会・集合場所
大分県佐伯市松浦漁港
東九州道
佐伯湾
佐伯
IC

佐伯

大会本部

水銀灯

（ジャパンカップのテント）

乗船場所
番匠川
堅田川
至 米水津

至 有明浦〜鶴見崎

松浦漁港
・選手のマイカーは大会本部周辺の埋立地に駐
車してください。
【お願い】
集合場所等の確保のため、本部付近をパイロン
で制限した場所があります。ご協力をお願いいた
します。
また、埋立地の先端（波止寄り）
には駐車しないで
ください。
船舶や、漁業作業、魚網等の迷惑にならぬよう、
岸壁からなるべく離れた場所に駐車してください。

漁協

至 有明浦〜鶴見崎

7

釣具事業部 シマノジャパンカップ大会事務局
大阪府堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577
ＴＥＬ
（072）223−3733 ＦＡＸ
（072）223−3232

