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第３３期定期総会に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

釣研ＦＧ（ファングループ） 

会 長  寒 竹 準 一 

 

皆様におかれましては、釣研ＦＧ発展のために、ご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

 

２０２０年(本年)２月から始まった新型コロナウイルス感染につきましては、８月２日現

在、日本の現在の感染者数１１，９２１名、新規感染者数１，３３１名、累計３９，２５３名、

死亡者数１，０１２名、退院者数２６，３２０名となっています。 

 

また、たび重なる線状降水帯の影響により、本年７月には、九州(熊本県、鹿児島県、長崎

県、佐賀県、福岡県、大分県)、中部地方(岐阜県、長野県、広島県、島根県)、東北地方・北

陸地方（山形県、秋田県、新潟県）に大雨をもたらしました。 

被災されました方々には、お見舞いを申し上げます。 

 

さて、本年の定期総会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために書面に

て定期総会の開催といたします。 

 

本来なら、本部役員は定期総会にて決定することになっていますが、今回のこのような未

曾有の出来事から、本部役員は、昨年と同様に引き続き就任します事をご理解していただきま

すようお願い申し上げます。 

 

また、総会資料のとおり、事業計画(案)につきましては、ＷＦＧグレ、クロ釣り選手権大

会、日釣振との諸事業、チヌ釣り選手権大会の事業等は、中止もしくは延期とさせていただき

ます。何卒ご理解のほどをお願い申し上げます。 

 

今後も、当組織と会員の方々や㈱釣研に対して、「一陽来復(いちようらいふく)」を送りま

す。 

(悪いことが続いた後、ようやく良いことが訪れること。) 

 

毎年のように災害が起きていますが、会員の皆様におかれましては、安全を第一に行動し

て下さい。 

最後に、今後も引き続き、釣研ＦＧ並びに㈱釣研が、末永く発展していきますよう祈念し、

私のご挨拶とさせて頂きます。 
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釣研ＦＧ総会のご挨拶 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

                         株式会社 釣 研          
代表取締役 奥村 稔  

 

  

日頃は弊社製品のご愛用、釣研ファングループ活動へのご協力を賜り、感謝申し上げます。 

さて 本年度は８月２３日に開催を予定しておりました第３３期の釣研ＦＧ総会ですが、

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止のため、ＦＧ本部の方で開催を中止するこ

ととなりました。 

年に一度、会員の皆様にお会い出来る貴重な機会であり、総会中止は非常に残念でござい

ますが、会員の皆様の健康と安全を第一に考慮した結果であり、致し方ございません。大変

恐縮でございますがご理解いただけると幸いでございます。 

釣研ファングループの活動においても、前期は２つのイベント（総会・クロ選）を無事に

終了することができ、これもファングループ会員の皆様のご尽力のおかげでございます。 

今期のイベントはコロナウイルスの影響が残り、通常通りの開催は難しい状況だと聞いて

おります。 

株式会社釣研としてもＦＧのイベントが中止・延期になることで、事前に準備しておりま

したオリジナルジップシャツを会員全員へは行き渡りませんが、会員数の按分した数をおく

らせていただきますので、各支部で支部大会の賞品等にご使用いただければと存じます。 

また会員様のお楽しみの釣研ファングループの会員限定オリジナルグッズの販売にも力を

注いで参りますので、ご協力をお願い申し上げます。 

株式会社釣研は更に製品開発を続け、会員の皆様と共に成長しつづけて参りたいと考えて

おりますので、今後ますますの会員様のご健釣とご発展を祈念申し上げ、私のご挨拶とさせ

ていただきます。 
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釣研ＦＧスローガン 

 

ＦＧ会員は、 

1. 釣りの模範的マナーを守り、釣り会の良きリーダーとなりまし 

ょう。 

2. 釣り場は独占せず挨拶を交わし、来たときよりも美しくをモット 

ーに、きちんと清掃して帰りましょう。 

3. 稚魚放流には積極的に参加し、小さな魚はリリースしましょう。 

4. 安全第一で無理を慎み、お互いに協力して海難事故を防止し、 

迷惑をかけないようにしましょう。 

釣研ＦＧ会員の心得 

 

1. ＦＧ会員は㈱釣研の発展のために協力することを心し、思いやり 

のある共存共栄に努力いたしましょう。 

2. ＦＧ会員は㈱釣研および釣研ＦＧが催す行事、釣り大会などに進で 

参加いたしましょう。 

3. ＦＧ会員は㈱釣研の製品を愛し、趣味を生かし、お互いの融和を計

り、釣り技術の向上と、釣りのマナーを習得いたしましょう。 

4. ＦＧ会員は釣り人との出会いを大切に、挨拶を交わし、磯を美しく、 

自然を守り、小さな魚はリリースし、放流ワッペンや放流募金に 

協力いたしましょう。 

5. ＦＧ会員は自覚と誇りを持ち、最高の安全な釣りを目指し、明るく

楽しい釣研ファンの会といたしましょう。 
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釣研ＦＧの基本方針 
 

釣研ＦＧ会長   寒竹 準一 

1. ＦＧ組織の活性化 
(1) 釣研ＦＧ会員は、株式会社釣研の発展に寄与するとともに、組織の相互連絡を密にしながら、会員たる

自覚と誇りを持ちます。 
(2) 一人でも多くの一般釣り人に声をかけ、釣研ＦＧの意義や釣りのマナーをPRし、ＦＧ組織の理解者を

世界規模にて入会させるよう努力します。 
(3) 各支部単位で10名以上の新会員獲得、国内の各県で支部組織のないところへの支部発足を行い、支部

の中でも地区との連携をとり、組織全体の会員増強をはかります。 
(4) 支部の役員は会員にメリット、入会時の特典などをきちんと伝えられるシステム作りを行います。 
(5) 釣研の広告やホームページの中でＦＧ会員を常時募集します。ホームページ、雑誌の情報コーナーにて

釣研ＦＧの支部(地区)で開催されているイベントや催事の計画、および結果を紹介します。 
(6) 支部のない県からの問い合わせについては本部扱いとし、事務局が中心となり、支部設立をはかります。 

また、株式会社釣研にサポートしてもらい、支部のない県の会員の獲得につとめます。 
(7) 組織の強化とスムーズな事務運営の為、事務処理のスピードアップをします。 
 

2. 釣研製品の愛用 
(1) 通常の釣行はもちろん、株式会社釣研および釣研ＦＧ主催のイベントでは釣研製品を使います。 
(2) マスコミの取材時においては積極的に釣研製品を使用し、PRします。 
(3) 他メーカー主催の釣り大会でもバッティングしないものは釣研製品を使います。 
(4) ＦＧの会員以外の釣友にも釣研製品の良いところをPRし、奨めます。 

 

3. 釣り場環境保全とクリーンアップ運動の実施 
(1) 水辺環境、特に釣り場周辺はきれいにして、美しい自然を守り続けます。 
(2) 釣り人の手本となるように環境保全に力を入れ、各自治体主催のクリーンアップ事業や公益財団法人 

日本釣振興会が主催する「水辺感謝の日(全国一斉釣り場清掃デー)」には率先して参加します。 
(3) 各支部の釣りマナーの事業や釣り振興事業に協力し釣りに興味をもってもらい、新しい釣り人を増やし

ます。 
 

4. 釣りマナーの向上と事故防止 
(1) 釣り人との出会いを大切にし、挨拶を交わし、釣り場を独占せずに融和をはかります。 
(2) 釣り場からのゴミの持ち帰り運動の徹底、ルールとマナーアップの浸透を全支部、地区をあげて実行し

ます。 
(3) 海難事故を防ぐために単独行動はせず、救命具・磯靴は必ず着用します。 

 

5. 稚魚放流事業の積極参加 
(1) 各支部、各地区で行っている稚魚放流募金活動に積極的に参加します。 
(2) 多方面からご協力をいただいている稚魚放流事業資金を有効的に活用して、一匹でも多くの稚魚を放流

し、育てながらウキ釣りを楽しむ提案をさらに推進していきます。 
 

6. 釣り大会の開催 
(1) 釣研ＦＧおよび株式会社釣研が企画、運営、実施する各種釣り大会には自ら率先して参加、または応援

し、安全で最高に楽しい釣りを目標にします。 
(2) 会員の交流を目的とした支部の大会、合同釣り大会や、地域（ブロック）単位の釣り大会の開催を支援

します。 
 

7. 釣り技術の向上 
(1) 会員の技術向上を目指し、各種釣り講習会の開催や、その支援を行います。 
(2) 会員間の釣り情報の共有をし、楽しい釣りができるよう協力します。 

 

8. ＦＧオリジナルグッズの購入 
(1) 会員に喜ばれるオリジナルグッズを株式会社釣研と共同で開発します。 

（総会をはじめとしたＦＧの各種イベントを、株式会社釣研がバックアップをして頂いています） 
(2) 会員オリジナルグッズの販売キャンペーンに積極的に協力します。 
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第３３期 釣研ＦＧ総会 

 

コロナウィルス感染予防のため、釣研ＦＧ理事会とＦＧ総会は中止となりました。 

 

 

 

                         

期/年度 ＦＧ総会参加者 

第 26期 (2013年度) 184人 

第 27期 (2014年度) 208人 

第 28期 (2015年度) 253人 

第 29期 (2016年度) 280人 

第 30期 (2017年度) 291人 

第 31期 (2018年度) 268人 

第 32期 (2019年度) 370人 



 7 

第３２期 年間大物賞  
★＝特別大物賞 
1. チヌ（クロダイ）の部 魚拓枚数 9枚 （敬称略） 

順

位 

会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 行徳 秀美 北九州支部 58.2 2,820.0  R2.5.17 若松運河 大征黒 ００号 

2 安藤 大相 本部統括支部 54.2 2,660.0  R2.2.8 蒲江 猪串湾 ハイパーレスキュー０号 

3 田中一義 長崎県南支部 53.3 2,170.0  R2.3.9 神ノ島 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾁﾇｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞＭ 

4 礒嶋 信弘 北九州支部 53.0 記載無 R1.8.25 福岡県水巻町 ＧＴＥＸ Ｂ 

5 相良  忠宏 長崎県南支部 52.6 2,000.0  R2.3.20 長崎市白崎岸壁 大征黒 １号 

6 村上 慎司 北九州支部 51.7 1,940.0  R2.3.21 長崎県大瀬戸 エイジアＬＣ ０号 

7 藤田 智 北九州支部 51.3 2,000.0  R2.5.17 北九州市戸畑区洞海湾 T-ＬＡＮＣＥＲ Ｍ ５Ｂ 

8 泉 清明 北九州支部 50.3 2,100.0  R2.4.5 北九州市戸畑区洞海湾 Ｔ－ＡＣＥ ０号 

9 福島 孝一 北九州支部 50.2 1,950.0  R1.11.17 洞海湾 エイジアLC MP 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 尾長（メジナ・グレ・クロ）の部 魚拓枚数 2枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 山田 雄一 徳島支部 50.3  1,800.0  Ｒ2.1.12 柏島 ゼクトα ０号 

2 山﨑 聖二 北九州支部 47.6  1,700.0  Ｒ2.2.2 沖ノ島 エイジアＬＣ ０号 

3. 口太（メジナ・グレ・クロ）の部 魚拓枚数 6枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 相良嘉久次 長崎県南支部 52.5  2,100.0  Ｒ2.6.21 長崎上五島 赤嶋の壁 LF ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 1 号 

2 兼元 健太 山口県支部 51.6  2,100.0  Ｒ1.11.17 長崎県大二神島灯台下 エイジアＭＰ ０１ 

3 橋本 敏昭 延岡支部 51.6  1,980.0  Ｒ2.1.19 鶴見大島コジマ 全遊動円錐Ｍ ２Ｂ 

4 山﨑 聖二 北九州支部 48.6  1,800.0  Ｒ2.2.2 沖ノ島 エイジアＬＣ ０号 

5 岸本 三英 玄海支部 48.2  1,680.0  Ｒ2.1.25 大分県鶴見突端西 ＧＴ ＥＸーＲ ０号 

6 平野 彰 本部統括支部 48.1  1,650.0  Ｒ2.2.21 宗像大島カベ フリクションＤ ２Ｂ 

4. マダイの部  魚拓枚数 2枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 與田 正幸 福岡支部 74.9  5200.0  Ｒ2.2.24 宮ノ浦尾上島 ゼクトα ０号 

2 平嶋 寿昭 北九州支部 62.0  3020.0  Ｒ1.11.23 若松運河 大征黒 ００号 
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5. バリの部  魚拓枚数 5枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 兒島 秀次 北九州支部 43.9  1310.0  Ｒ1.10.27 大分 米水津 ｽｰﾊﾟｰｴｷｽﾊﾟｰﾄ UE 0C 

2 植田 稔 北九州支部 43.5  1000.0  Ｒ1.10.27 大分 米水津 ｽｰﾊﾟｰｴｷｽﾊﾟｰﾄ UE 0C 

3 西川 賢治 北九州支部 41.4  1200.0  Ｒ1.7.28 若松西波止 黒鳳 １号 

4 相良 忠宏 長崎県南支部 40.8  780.0  Ｒ2.3.20 長崎市小ｹ倉岸壁 エイジア ０α 

5 相良嘉久次 長崎県南支部 40.7  650.0  Ｒ2.1.15 長崎市小ｹ倉岸壁 エイジアＭＰ ０１ 

6. イサキの部 魚拓枚数 2枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 吉田 新一 京築支部 45.1  1500.0  Ｒ1.7.4 米水津千畳 LF ｴｷｽﾊﾟｰﾄｵﾚﾝｼﾞ 1 号 

2 相良嘉久次 長崎県南支部 40.6  800.0  Ｒ2.2.7 長崎市能瀬灯台 エイジアＭＰ ０１ 

7. メバルの部 魚拓枚数 3枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 西川 賢治 北九州支部 35.9  650.0  Ｒ2.2.21 若松運河 ＬＦスマート ２号 

2 落合 浩 北九州支部 34.4  560.0  Ｒ2.2.9 大分県蒲戸崎 エイジアＭＰ ０２ 

3 西川 賢治 北九州支部 30.0  470.0  Ｒ1.11.3 長崎県野母崎 ＬＦスマート ２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 青物の部 魚拓枚数 4枚 （敬称略） 

順位  会員名 所属支部 体長

(cm) 

重量

(g) 

釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 ヒラマサ 井手 一博 釣研支部 111.4  11240.0  Ｒ2.3.12 上五島美良島 ヒラマサカゴⅡ 

2 ヒラマサ 田代 康平 長崎県北支部 105.6  9500.0  Ｒ2.3.30 平戸生月 ギガント ３号 

3 ヒラマサ 井手 一博 釣研支部 101.1  8800.0  Ｒ1.12.19 小値賀平島 ヒラマサカゴⅡ 

4 ヒラマサ 田代 康平 長崎県北支部 98.3  7000.0  Ｒ1.11.1 平戸生月 ギガント ３号 

9. アオリイカの部 魚拓枚数 1枚 （敬称略） 

順位 会員名 所属支部 体長(cm) 重量(g) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

1 増井 弘幸 北九州支部  1550.0  Ｒ2.5.25 若松沖波止 "エギスタラトル赤オレピン 
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10. 歴代最高大物記録 （敬称略） 

魚種 会員名 所属支部 体長(cm) 釣った日 釣り場 使用ウキ 

チヌ 永田 貞則 福岡支部 66.2cm 2010/04/18 長崎県五島 黒瀬ハナレ エキスパートグレZ 0C 

尾長 橋本 敏昭 延岡支部 71.2cm 1995/01/16 長崎県男女群島吉田２番 グレどんぐり B 

口太 諸国 拓馬 五島支部 56.2cm 2016/08/09 長崎県上五島 津和崎 スピードセンサー 0号 

マダイ 竹井 直弥 京築支部 97.0cm 1993 長崎県上五島 白瀬灯台 遠投マダイ 12号 

バリ 広瀬 泰弘 徳島支部 49.5cm 2001/05/13 愛知県中泊 ビシャゴ 阿波狸ウキ 4B 

イサキ 千葉 之久 佐賀支部 55.7cm 2001/06/03 長崎県椛島 二子島 高園どんぐり小粒 １号 

メバル 小野 信明 南小倉支部 37.6cm 2013/02/20 大分県蒲江 エイジアLC 00号 

青物 

(ﾋﾗﾏｻ) 
長瀬 一男 東京支部 126.0cm 1999/12/22 神奈川県下田横根 激釣1番 

アオリイカ 宮地 邦彰 佐賀支部 3280ｇ 2012/05/22 長崎県田平一六港 名匠餌木シルエット/3.5 

他魚 

(ｶｯﾎﾟﾚ) 
坂本 敦俊 北九州支部 146.1cm 2016/05/28 鹿児島県トカラ列島 ななめウキ特大 
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年間大物賞魚拓審査要項 
 

1. 魚拓審査の基準 

(1) 釣研製品(釣研・オーシャンルーラー)のウキ、餌木、生餌仕掛けを使用してください。 

(2) 魚拓提出の際に、使った製品名を記載してください。 

(3) 磯・波止・護岸での釣り方のみ有効とします。イカダや小船（カセ）は不可とします。不明な場合は、 

発送前に本部事務局にお問合せください。 

  

2. 釣研ＦＧ年間大物賞の対象魚 

チヌの部(クロダイ)、尾長の部(クロメジナ・尾長グレ・尾長グロ)、口太の部(メジナ・グレ・クロ)、マダ 

イの部、バリの部(アイゴ)、青物の部(ヒラマサ・ブリ)、クロソイ、イサキ、メバルの部の9部門とし、表彰 

対象は各部門とも1位のみとします。尚、尾長の部・口太の部は魚拓に写真を必ず添付してください。 

 

3. 釣研特別大物賞の基準 

年度各魚種１名とし、歴代の記録より大きな魚を釣り上げた方に決定します。 

歴代の魚種別の記録はチヌ66.2㌢、尾長(クロメジナ・尾長グレ・尾長グロ)71.2㌢、口太(メジナ・グレ・ク

ロ)56.2㌢、マダイ97㌢、バリ49.5㌢、イサキ55.7㌢、メバル37.6㌢、青物126.0㌢、アオリイカ3.28

㌔です。 

 

4. アオリイカの応募について 

アオリイカ(ミズイカ・モイカ・バショウイカ)の年間大物表彰について 

(1) イカの重量が判別できるようにハカリの上にのせて、キロ数が確認できる写真を撮ってください。 

写真の裏面にお店の証明印をもらい、送ってください。 

（※不鮮明な写真、重量の確認ができない場合は失格となります） 

(2) 会員名、所属支部名、重量、釣り場、釣った日時、使用した釣研から発売している餌木名（カラー・サ 

イズ）または生餌仕掛け名を別紙添付。 

 

5. 魚拓をとる際の注意事項 

(1) 墨の魚拓に限ります。（カラー魚拓は不可） 

(2) 紙の魚拓に限ります。(超大物で魚拓用紙を使用することが困難な場合はこの限りではありません) 

(3) 魚拓は頭を左にしてください。 

(4) 魚拓の目以外のところに筆は入れないでください。 

(5) 魚拓用紙には魚種名、会員名、所属支部名、現認者名、体長、重量、釣り場、釣った日時、使用ウキ・ 

サイズを記入して下さい。（記入されてない場合は無効になる場合があります） 

 

6. 魚拓応募の際の注意事項 

(1) 魚拓は釣り上げて３０日以内に、㈱釣研内のＦＧ事務局宛に到着するように送ってください。 

(2) 大型魚拓で展示の要望や雑誌掲載の依頼があるものなどについては、魚拓の発送できる日を事務局宛に 

連絡するとともに、メジャーを当てた魚の写真(長さが分かるように撮影)を送ってください。 

(3) 年間大物の応募魚拓は下の釣研ＦＧ事務局宛(㈱釣研内)に送付してください。 

その際に魚拓を返却してほしい場合は返却希望と、はっきり書いてください。 

但し、ＦＧ総会終了まではＦＧ事務局にてお預かりとします。 

送付先：〒811-4393 福岡県 遠賀郡 遠賀町 若松 203 (株)釣研内  

釣研ＦＧ事務局「釣研ＦＧ年間大物賞係」宛 

 

7. 年間大物賞の結果について 

(1) 年間大物の結果は審査終了後にＦＧフォーラム、釣研ＦＧホームページ・フェイスブックで、発表しま

す。尚、審査前のお問い合わせについてもお答えは出来ません。 

ホームページアドレス http：//www.tsuriken.co.jp/fg/ 
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第１号議案 

第３２期 事業報告 
 

1．第３２期 釣研ＦＧ理事会＆総会 
日付：２０１９年８月４日(日) 
場所：福岡県宗像市「宗像ユリックス」 
１０時００分より理事会、１３時００分より総会開催。 
総会  ３７０名参加。 

 
2. カサゴ稚魚の放流事業 
日付：２０１９年１０月１３日（日）  
カサゴ合計５，０００尾の放流とクリーンアップを公益財団法人 日本釣振興会福岡県支部とともに京築支部協
力のもと福岡県苅田港で実施予定でしたが悪天候のため、中止。 
 

3. クリーンアップ事業 
日付：２０１９年１０月２０日(日) 
公益財団法人 日本釣振興会主催による「水辺感謝の日(全国一斉・釣り場清掃デー)」に合わせ積極的に参加協
力し、釣り場の環境保全に努めた。 
実施場所は福岡県北九州市若松区響灘埋立地一帯４０名で実施。 

 
4. 釣研ＦＧクロ釣り選手権大会 
日付：２０２０年１月１９日(日) 
場所：大分県南周辺で開催。 ～詳細は総会資料にて～ 
 

5．青年部イベント（ＷＦＧグレ青年部予選会） 
日付：２０２０年２月２３日（日） 
場所：愛媛県日振島にて青年部会員対象のＷＦＧグレ予選会を開催。 
 

6. 釣研ＦＧチヌ釣り選手権大会 
日付：２０２０年４月１２日(日)  
場所：徳島県阿南市福村磯一帯で開催予定でしたが、コロナウィルスの影響により１年延期。 

 
7. 第２６回ＷＦＧグレ大会 (WORLD FISHING GAIA OF GURE) 
日付：２０２０年５月２３日(土)～５月２４日(日)  
場所： 長崎県平戸市宮ノ浦～五島列島で開催予定でしたが、コロナウィルスの影響により１年延期。 

 
8. ＦＧ年間大物賞および釣研特別大物賞 
今期もＦＧ年間大物賞及び釣研特別大物賞をＦＧ年間大物魚拓審査規程により実施。 

 
9. 釣り講習会の協力 
釣り人育成やコミュニケーションアップ、釣技向上などを目的にした釣り講習会の協力。 
(1) 2019/11/10 ファミリーフィッシングINアクアシアン 
(2) 2019/11/17北九州市立永犬丸小学校 
(3) 2019/11/30古賀市立古賀西小学校 
(4) 2020/03/01北九州市立則松小学校はコロナウィルスの影響で中止 

 
10. 釣り大会の補助 
支部会員同士のコミュニケーションアップ、釣技向上などを目的にした支部釣り大会の補助を行った。 
(1)１４支部の補助 

 
11.合同釣り大会の補助 

(1) 2020/02/02 西九州支部、福岡支部が合同懇親釣り大会他 
 
12．統括本部会議 
チヌ釣り選手権大会、クロ釣り選手権大会、ＷＦＧグレ大会、ＷＦＧチヌ大会、総会前の打ち合わせなどの 

ＦＧの事業運営について、年８回の会議。 

  
13.(財)日本釣振興会事業の応援 
公益財団法人 日本釣振興会が主催するクリーンアップで１ヶ所、釣り体験学習事業３ヶ所に参加協力を行い 
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ました。 
 
14.釣研ＦＧグッズの販売、キャンペーンの実施 
株式会社釣研とタイアップして、釣研ＦＧグッズ販売と釣研ＦＧ会員専用グッズの販売協力。
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第３１回 釣研ＦＧクロ釣り選手権大会 報告 

 
２０２０年１月１９日(日) 

「第３１回釣研ＦＧクロ釣り選手権大会」が大

分県南一帯で開催された。受付・表彰会場の佐伯

市の「池船スポーツ公園」には、前夜（１月１８

日）午後１０時の受付時間から１４５名の参加者

が続々と集結。受付を行った選手は、それぞれに

選んだ釣り場に向かった。大分県には蒲江、鶴見、

米水津といった九州でも指折りの沖磯、無名の地

磯や防波堤など、手軽にクロを狙うことが出来る

釣り場がある。 

大会当日の天候は、受付前には回復するも若干

のうねりが残るコンディションでの開催となった。 

検量開始時間である午後１時になると、釣りを

終えた選手が続々と検量会場へ戻ってきた。今回

の勝負は３０ｃｍ以上の２匹の重量で行われた。 

選手に状況を尋ねると水温の低下、ウネリ等があり、全体的に釣果が厳しかったとのこと。そんな中、「鶴見女

郎奥」から帰着した山本直紀選手（山口県支部）が検量会場へ戻ってきた。すぐさま検量をしてみると、２匹 ３，

３１０ｇ（長寸は４５.９ｃｍ）のクロは、その時点での首位となった。その後、検量が進む中、「鶴見地下モブ

シ」で竿を振った橋本敏昭選手（延岡支部）が魚を検量へ持ち込んだ。検量をした結果は、２匹 ３，２３０g（長

寸は４９.４ｃｍ）。山本選手には一歩届かず。続いて、地元・大分県支部の中川勝博選手が、魚を検量へ持ち込

んだが、２匹 ３，２００g（長寸は５０.０ｃｍ）。集計の最終結果は、山本選手が並み居る猛者たちをおさえ首

位を明け渡すことなく、栄えある優勝に輝いた。 

表彰式の後には、空くじなしのお楽しみ抽選会も開催され、盛況のうちに、「釣研ＦＧクロ釣り選手権大会」は

幕を閉じたのであった。 

 最期に、今大会の運営にあたり、ご協力を頂いた東九州支部、大分県支部、延岡支部の皆様に心より感謝を申

し上げたい。 

 

順位 氏   名 所属支部 重量(ｇ) 長寸(㎝) 釣り場  使用ウキ 

優勝 山本 直紀 山口県 3,310 45.9 鶴見女郎奥 Ｔ－ＡＣＥ Ｂ 

準優勝 橋本 敏昭 延岡 3,230 49.4 鶴見地下モブシ 全遊動円錐 ２Ｂ 

3位 中川 勝博 大分県 3,200 50.0 米水津ネコバエ エイジアＭＰ ０１ 

4位 上野 大治 大分県 3,150 48.4 鶴見地下モブシ ｽｰﾊﾟｰｴｷｽﾊﾟ-ﾄ UE 0C 

5位 寺田 泰隆 延岡 2,950 47.8 鶴見クロバエ エイジアＭＰ ０ 

6位 和田 孝志 山口県 2,940 46.6 鶴見女郎奥 夜グロＳＰ 

7位 弘中 聡 山口県 2,870 46.0 鶴見湾内 ＬＦスマートカン付 

8位 山角 勇樹 山口県 2,800 46.0 鶴見 夜グロＳＰ ３Ｂ 

9位 鳥越 善太郎 大分県 2,600 45.3 鶴見赤岩 エイジアＭＰ０１ 

10位 行徳 秀美 北九州 2,600 41.2 蒲江西野浦 ゼクト α０１ 
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ＷＦＧ（ワールド フィッシング ガイア）の足跡 
 

ＷＦＧチヌ（ワールド フィッシング ガイア オブ チヌ）入賞者一覧（敬称略） 

 

 

 

ＷＦＧグレ（ワールド フィッシング ガイア オブ グレ）入賞者一覧（敬称略） 

 

 実施年月日 開催場所 
出場 

選手数 

上位入賞者 

優勝者 準優勝者 第 3位 

第 1回 2018/3/25 
広島県 

宮島周辺 
20名 

山田 浩司 

(福岡) 

中原 大貴 

(熊本) 

久保平 克彦 

(東九州) 

第 2回 2019/4/13 
岡山県 

牛窓周辺 
27名 

野口 真平 

(徳島) 

陳 俊鋒 

(中国) 

坂田 昌久 

(島根) 

 実施年月日 開催場所 
出場 

選手数 

上位入賞者 

優勝者 準優勝者 第 3位 

第 1回 1993/12/05～06 
長崎県 

的山大島 
44名 

常冨 正美 

(京築) 

竹田 貢 

(広島) 

崎田 稔 

(長崎) 

第 2回 1994/11/26～28 
宮崎県延岡市 

浦城周辺の磯 
49名 

渡辺 淳一 

(福岡) 

野上 公二 

(大分県) 

横手 一男 

(延岡中央) 

第 3回 1995/11/26～27 
大分県 

鶴見崎周辺 
48名 

阿南 幸誠 

(大分県) 

中嶋 良一 

(北九州) 

大浜 辰也 

(大分県) 

第 4回 1997/06/01～02 
長崎県 

的山大島 
48名 

金子 俊則 

(山口県) 

行徳 秀美 

(北九州) 

野間 辰美 

(鹿児島) 

第 5回 1998/05/25～26 
大分県 

鶴見崎周辺 
55名 

山原 泰弘 

(大阪) 

佐藤 守 

(東関東) 

秦 成夫 

(大分県) 

第 6回 1999/06/06～07 
大分県 

鶴見崎周辺 
58名 

橋本 敏昭 

(延岡) 

井上 正則 

(山口県) 

川野 弘 

(延岡) 

第 7回 2000/06/18～19 
大分県 

鶴見崎周辺 
47名 

橋本 敏昭 

(延岡) 

加藤 直 

(長崎県北) 

川野 弘 

(延岡) 

第 8回 2001/06/17～18 
大分県 

鶴見崎周辺 
48名 

吉田 友弘 

(東京) 

幸森 大輔 

(京築) 

柴崎 守男 

(福岡) 

第 9回 2002/06/16～17 
大分県 

鶴見崎周辺 
48名 

吉田 賢一郎 

(岡山) 

笹田 秀和 

(徳島) 

幸森 大輔 

(京築) 

第 10回 2003/06/15～16 
長崎県 

平戸島～五島列島 
70名 

加藤 直 

(長崎県北) 

井手 史仁 

(広島) 

松田 義和 

(長崎県北) 

第 11回 2004/06/13～14 
長崎県 

平戸島～五島列島 
48名 

金澤 新一 

(長崎県北) 

KoYoungjong 

(韓国) 

行徳 秀美 

(北九州) 

第 12回 2005/05/29～30 
長崎県 

平戸島～五島列島 
52名 

前田 秀行 

(福岡) 

橋本 敏昭 

(延岡) 

金澤 新一 

(長崎県北) 

第 13回 2006/06/04～05 
長崎県 

平戸島～五島列島 
57名 

池永 祐二 

(北九州) 

前田 秀行 

(福岡) 

塩地 利郎 

(静岡県) 

第 14回 2007/06/03～04 
長崎県 

平戸島～五島列島 
48名 

池永 祐二 

(北九州) 

河野 尚史 

(延岡) 

榊 秀之 

(鹿児島) 

第 15回 2008/06/08～09 
長崎県 

平戸島～五島列島 
44名 

猪熊 博之 

(東九州) 

吉本 嘉済 

(五島) 

山本 伸二 

(東九州) 
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 実施年月日 開催場所 
出場 

選手数 

上位入賞者 

優勝者 準優勝者 第3位入賞者 

第 16回 2009/06/07～08 
長崎県 

平戸島～五島列島 
44名 

猪熊 博之 

(東九州) 

片山 勝夫 

(京築) 

橋本 敏昭 

(延岡) 

第 17回 2010/12/12～13 
長崎県 

平戸島～五島列島 
44名 

森井 陽 

(徳島) 

濵上 幸喜 

(五島) 

立石 宗之 

(徳島) 

第 18回 2012/06/03～04 
長崎県 

平戸島～五島列島 
40名 

森井 陽 

(徳島) 

山本 康平 

(長崎県南) 

濵上 幸喜 

(五島) 

第 19回 2013/06/02～03 
長崎県 

平戸島～五島列島 
48名 

猪熊 博之 

(東九州) 

岩本 隆清 

(広島) 

吉本 嘉済 

(五島) 

第 20回 2014/06/08～09 
長崎県 

平戸島～五島列島 
52名 

木村 真也 

(東九州) 

猪熊 博之 

(東九州) 

土谷 賢太郎 

(関西) 

第 21回 2015/06/07～08 
長崎県 

平戸島～五島列島 
44名 

濵上 幸喜 

（五島） 

野口 真平 

（徳島） 

山本 康平 

（長崎県南） 

第 22回 2016/06/05～06 
長崎県 

平戸島～五島列島 
48名 

木村 真也 

（東九州） 

森井 陽 

(徳島) 

宮嶋 恭二 

(京築) 

第 23回 2017/06/18～19 
長崎県 

平戸島～五島列島 
48名 

濵上 幸喜 

（五島） 

木村 真也 

(大分県) 

宮嶋 恭二 

(京築) 

第 24回 2018/06/23～24 
長崎県 

平戸島 
52名 

木村 真也 

(大分県) 

濵上 幸喜 

（五島） 

小出 仁志 

(三重) 

第 25回 2019/05/25～26 
長崎県 

平戸島～五島列島 
52名 

下山 薫 

（五島） 

東 弘幸 

（三重） 

宮原 浩 

（西九州） 
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第３２期 支部・地区事業報告 
支部名 事業名称 開催期日 場所 区分 参加数 

北海道支部 サケ実釣会 2019/10/6 雄冬漁港 実釣会 2 人 

 秋の大会 2019/11/2 瀬棚沿岸 釣り大会 悪天候中止 

 支部総会 2020/2/2 松尾ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ札幌 総会 8 人 

 アメマス大会 2020/3/15 江の島沿岸 釣り大会 10 人 

 春の大会 2020/4/19 寿都沿岸 釣り大会 10 人 

 夜釣り大会 2020/6/13 島牧沿岸 釣り大会 ７人 

青森支部 支部釣り大会 2019/11/24 小泊地区 釣り大会  10人 

 支部総会 2020/02/08 五所川原市 支部総会  6人 

 支部釣り大会 2020/05/24 小泊地区 釣り大会 14人 

秋田支部 釣研ＦＧ秋田支部青森支部

ＷＦＧグレ予選会 
2019/11/03 

秋田県男鹿市加茂青

砂 
釣り大会 5 人 

 
令和２年チヌ釣り大会 2020/05/03 

秋田県男鹿市加茂青

砂 
釣り大会 10 人 

山形県支部 役員会議兼懇親会 2019/09/07 鶴岡市内 会議  10人 

 支部クロダイ釣り大会 2019/10/20 庄内一沿 釣り大会  18人 

 役員会議兼懇親会 2020/02/01 鶴岡市内 会議   10人 

東関東支部 第 26回 WFG支部予選会 2019/11/10 千葉県南房総市富浦 釣り大会  32人 

富士山支部 第 1回懇親会 2019/12/22 静岡県西伊豆町仁科 釣り大会 19人 

 第２回懇親会 2020/03/15 静岡県西伊豆町田子 釣り大会 中止 

 第３回懇親会 2020/05/31 
静岡県南伊豆町石廊

﨑 
釣り大会 中止 

新潟支部 ダンゴ釣り大会 2019/7/21 新潟県内 釣り大会  12人 

 佐渡遠征 2019/10/27 佐渡島 清掃  15人 

 忘年会兼釣り大会 2019/11/23 新潟県内 釣り大会  25人 

 支部新年会 2020/02/09 新潟県内 懇親会  25人 

 長崎県五島遠征 2020/04/5-8 長崎県五島列島 釣り大会  9人 

石川支部 アオリイカ釣り大会 2019/09/15 能登一円 釣り大会 10人 

 磯釣り祭り 2019/11/10 能登一円 釣り大会  25人 

 
冬のクラブ対抗黒鯛釣り

大会 
2019/12/01 北陸三県 釣り大会  25人 

 年末支部忘年会 2019/12/21 能登町 懇親会   8人 

 支部総会 2020/03/22 能登町 総会   中止 

 クラブ対抗黒鯛釣り大会 2020/05/10 北陸三県 釣り大会 中止 

三重支部 懇親会＆WFG 予選 2019/07/21 古和浦（晃栄丸） 釣り大会 11 人 

 懇親会＆WFG 予選 2019/11/17 錦（坂口渡船） 釣り大会 20 人 

 懇親会＆WFG 予選 2020/01/19 尾鷲（川端渡船） 釣り大会 16 人 

 WFG 決定戦 2020/02/02 勝浦（清丸渡船） 釣り大会 9 人 

大阪支部 

第 26 回 WFG 選考 第 3 回

支部予選会＆懇親釣り大

会 

2019/11/22 大阪府北港 釣り大会 11 人 

 大阪支部忘年会 2019/12/18 大阪市内 懇親会 12 人 

 

第 26 回 WFG グレ選考 大

阪支部決勝大会＆懇親釣

り大会 

2019/12/22 三重県尾鷲 釣り大会 15 人 

 
大阪・三重支部合同釣り大

会。第 27 回 WFG グレ選考 
2020/1/19 三重県尾鷲 釣り大会 30 人 
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第 1 回支部予選会＆懇親

釣り大会 

 コロナウイルスにより中止 2020/3/1 和歌山県袋 釣り大会  

 コロナウイルスにより中止 2020/4/5 大阪府北港 釣講習会  

若狭支部 懇親支部釣り大会 2019/09 京都府舞鶴市冠島 釣り大会 12人 

 懇親支部釣り大会 2019/11 福井県音海 釣り大会 12人 

 支部ＷＦＧトーナメント 2019/12 三重県尾鷲港 釣り大会 8人 

兵庫支部 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 福岡県 会議 2人 

 兵庫支部釣り大会 2019/10/27 兵庫県家島諸島 釣り大会 14人 

阪神支部 親睦会３回目 2019/09 兵庫県 浜坂 グレ 20人 

 (クリーンアップ含む）     

 ＷＦＧ阪神支部代表選 2019/11 兵庫県 須磨 グレ 12人 

 (クリーンアップ含む）     

 親睦会１回目 2020/04 兵庫県 チヌ 25人 

 (クリーンアップ含む）     

 親睦会２回目 2021/06 三重県 グレ 中止 

   コロナウィルスの為   

和歌山県支部 ＷＦＧ支部予選会（Ａ） 2019/07/14 和歌山県串本町樫野 釣り大会 14人 

 親睦釣り大会及びＷＦＧ

支部予選会（Ｂ） 
2019/10/20 和歌山県すさみ 釣り大会 16人 

 ＷＦＧ支部選抜決勝大会 2019/12/22 和歌山県那智勝浦町 釣り大会 13人 

広島支部 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 福岡宗像市 会議 1人 

島根支部 
親睦チヌ釣り大会 2019/10/27 

松江市美穂関町堺水

道周辺 
釣り大会 10名 

 忘年会 2019/12/21 出雲市 親睦会 6名 

 親睦グレ釣り大会 2019/12/22 松江市美穂関町七類 釣り大会 10名 

山口県支部 役員会 2019/09 防府市 会議 10人 

 WFG グレ山口支部代表選

考会 
2019/10 周防大島 釣り大会 8人 

 山口支部懇親グレ釣り大

会 
2019/11 五島列島 釣り大会 22人 

 山口支部磯釣り大会 2019/12 周防大島 釣り大会 33人 

 支部懇親チヌ釣り大会【新

型肺炎のため、中止】 
2020/05  

  

和布刈支部 チヌ釣り大会 

悪天候により延期。延期日

も悪天候により中止 

  釣り大会 

 

 クロ釣り大会 

悪天候により延期。延期日

も悪天候により中止 

  釣り大会 

 

徳島支部 支部総会ＷＦＧ予選 2020/01/12 弁岐大島 釣り大会 14人 

 支部総会ＷＦＧ予選 2020/03/03 日振島 釣り大会. 12人 

高知県支部 支部役員会 2019/07/16 土佐市 萩の茶屋 会議 8人 

 支部釣り大会 2019/11/10 愛媛県日振島 釣り大会 12人 

 支部釣り大会 2019/02/09 愛媛県由良半島 釣り大会 12人 

土佐支部 忘年会（総会） 2019/12/12 睦月処 穂寿美 会議 20人 

 親睦会 2020/01/03 須崎の磯 釣り大会 20人 

 第１回ＷＦＧ予選会 2020/01/14 須崎の磯 釣り大会 11人 



 18 

 第２回ＷＦＧ予選会 2020/01/20 須崎の磯 釣り大会 16人 

 ＷＦＧ予選会決勝戦 2020/01/27 須崎の磯 釣り大会 9人 

 役員会 2020/04/01 居酒屋味楽 会議 10人 

本部統括支部 定期総会 2019/08/04 宗像ユリックス 総会 8人 

 富山地区大会 2019/10/27 富山県魚津市 釣り大会 4人 

 クロ釣り選手権大会 2020/01/19 大分県佐伯市一帯 釣り大会 2人 

 ４支部（本部統括・筑豊・
釣研・八女）合同釣り大会 

2020/02/16 大分県蒲江 釣り大会 中止 

北九州支部 北九州支部地区長会 
2019/07- 
2020/06 

水巻町内 会議 8人 

 第 32期釣研ＦＧ定期総会 2019/08/04 福岡宗像ユリックス 会議 50人 

 釣研ＦＧ北九州支部大会 2019/09/15 大分県坂ノ市 釣り大会 11人 

 海辺のクリーンアップ 2019/10/20 福岡県若松海岸一帯 清掃 9人 

 東九州・熊本・北九州合同
大会 

2019/12/15 大分県米水津 釣り大会 51人 

 ＦＧクロ釣選手権大会 2020/1/19 大分県県南 釣り大会 20人 

 ＷＦＧグレ支部予選会 2020/01/26 大分県鶴見 釣り大会 9人 

 ＦＧチヌ釣選手権大会 2020/04/12 
コロナウィルス感染
予防のため中止 

釣り大会  

 東九州・熊本・北九州合同
大会 

2020/05上 
コロナウィルス感染
予防のため中止 

釣り大会  

釣研支部 ＦＧ総会 2019/08/04 福岡県宗像ﾕﾘｯｸｽ 総会 27人 

 支部釣り大会 2019/11/02 大分県蒲江 釣り大会 12人 

 ４支部（本部統括・筑豊・
釣研・八女）合同釣り大会 

2020/02/16 大分県蒲江 釣り大会 中止 

玄海支部 マダイ釣り大会 2019/05/26 玄界灘 釣り大会 10人 

 日本１の大マダイ釣り大会 2019/07/27 玄界灘 釣り大会 10人 

 懇親釣り大会 2019/10/22 玄界灘 釣り大会 10人 

南小倉支部 支部役員会 2019/07/03 ジョイフル井堀 会議  2人 

 懇親チヌ釣り大会 2019/10/20 小野田一文字 釣り大会 15人 

 クロ釣り選手権 2020/01/19 大分県佐伯市 釣り大会 7人 

京築支部 
苅田港クリーンアップ 

台風の為中止 
2019/10/13 福岡県苅田港一帯 清掃 中止 

 
ファミリー釣り大会 

台風の為中止 
2019/10/13 福岡県苅田港一帯 釣り大会 中止 

 ＷＦＧ支部予選 2019/12/08 大分県米水津 釣り大会 13人 

 

支部懇親チヌ釣り大会 

新型コロナウィルス完成

予防のため中止 

2020/04/19 福岡県苅田港 釣り大会 中止 

筑豊支部 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 福岡県宗像市久原 会議 30人 

 支部地区長会議 2019/08/19 飯塚目尾ジョイフル 会議 5人 

 クリーンアップ 2019/10/20 若松響灘一帯 清掃 20人 

 筑豊支部WFGチヌ予選 中止 京都郡苅田町新波止 釣り大会 0人 

 
筑豊地区ＷＦＧ予選及び

釣り大会 
2019/11/03 大分県佐伯市蒲江 釣り大会 5人 

 
直方地区ＷＦＧ予選及び

釣り大会 
2019/11/03 大分県佐伯市蒲江 釣り大会 5人 

 飯塚地区ＷＦＧ予選会 2019/11/17 山口県周南市 釣り大会 15人 

 支部親睦釣り大会 2020/01/12 大分県蒲江 釣り大会 20人 

 ＦＧクロ釣り選手権大会 2020/01/19 大分県県南一帯 釣り大会 7人 

 筑豊地区ＷＦＧ決勝釣り 2020/02/02 大分県佐伯市蒲江 釣り大会 4人 
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大会 

 三支部合同釣り大会 中止 大分県蒲江 釣り大会 0人 

 釣研FGチヌ釣り選手権 延期  釣り大会 0人 

福岡支部 ＷＦＧチヌ支部2次予選 2019/09/29 長崎県松浦市福島 釣り大会 8人 

 ＷＦＧグレ支部予選 2019/11/03 長崎県平戸宮ノ浦 釣り大会 23人 

 
西九州・福岡合同懇親クロ

釣り大会 
2020/02/02 長崎県平戸宮ノ浦 釣り大会 34人 

 年度末役員会議 2020/06/23 福岡市内店舗 会議 4人 

八女支部 総会 2019/08/04 福岡県宗像市 会議 10人 

 クロ釣り大会（ＷＦＧ予

選） 
2019/12/08 大分県県南の磯 釣り大会 15人 

 釣研クロ釣り選手権大会 2020/01/19 大分県佐伯市 釣り大会 10人 

 ４支部合同クロ釣り大会 2020/02/16 大分県県南の磯 釣り大会 延期 

佐賀支部 支部釣り大会 2019/11 長崎県平戸一帯 釣り大会 中止 

 ＷＦＧ支部予選会（西九州

支部と合同） 
未定 未定 釣り大会 不参加 

西九州支部 釣研 FG 総会 2019/08/04 福岡県宗像市 会議 20 人 

 懇親チヌ釣り大会 2019/10/13 長崎県鷹島 釣り大会 10 人 

 WFG 支部予選会 2019/10/20 長崎県平戸宮ノ浦 釣り大会 14 人 

 福岡支部西九州支部合同

クロ釣り大会 
2020/02/02 長崎県平戸宮ノ浦 釣り大会 34 人 

長崎県北支部 釣研ＦＧ総会 2019/08/05 宗像ユリックス 会 議 30人 

 クロ・チヌ釣り大会 2019/10/06 南九十九島一帯 釣り大会 33人 

 ＷＦＧ支部＃１予選会 2019/12/08 平戸宮之浦 釣り大会 25人 

 クロ釣り選手権大会 2019/12/26 大分県南一帯 釣り大会 1人 

 ＷＦＧ支部＃２予選会 2020/01/05 佐世保沖ガニ瀬一帯 釣り大会 22人 

 支部役員会議 2020/06/24 下本山町ジョイフル 会 議 6人 

 支部クロ・チヌ釣り大会 2020/06/28 相浦湾内一帯 釣り大会 30人 

長崎県南支部 釣研ＦＧ総会参加 2019/08/04 宗像ﾕﾘｯｸｽﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ 会議 8人 

 ＷＦＧ予選会 2019/10/06 長崎市畝刈沖一帯 釣り大会 22人 

 クロ選参加 2020/01/19 大分県南周辺 釣り大会 3人 

 クロ釣り大会 2020/02/02 長崎南部一帯の磯 釣り大会 33人 

 チヌ・クロ釣り大会 2020/03/29 長崎県南一帯の磯 釣り大会 34人 

 更新会議 2020/06/24 つくば倶楽部 会議 8人 

五島支部 支部役員会 2019/8/18  会議 5 人 

 WFG ｸﾞﾚ支部予選会 2019/11/03 中五島若松瀬戸一帯 釣大会 8 人 

 支部釣り大会 2020/02/23 中五島若松瀬戸一帯 釣大会 28 人 

 
支部釣り大会 

2020/06/13 ～

07/11 
中通島一帯 釣大会 34 人 

玉名支部 支部地区長会 2019/07～06 九州設備会議室 会議 4人 

 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 福岡宗像 会議 4人 

 ＦＧクロ釣り選手権大会 2020/01/19 大分県南一帯 釣り大会 2人 

 支部クロ釣り大会 2020/01/26 鹿児島県上甑 釣り大会 中止人 

 ＦＧチヌ釣り選手権大会 2020/04/12 徳島県 釣り大会  

熊本支部 支部役員会 2019/07/19 ジョイフル 会議 7人 

 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 宗像ユリックス 会議 20人 

 クリーンアップ 2019/08/11 上天草市 清掃 15人 

 熊本支部総会 2019/08/24 熊本市内 会議 20 人 

 ＷＦＧ支部予選会１ 2019/10/20 天草市牛深 釣り大会 12 人 
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 ＷＦＧ支部予選会２ 2019/10/10 天草市高浜 釣り大会 12 人 

 熊本支部クロ釣り大会 2019/12/08 天草市牛深 釣り大会 22 人 

 
北九州・東九州・熊本支部

懇親クロ釣り大会 
2019/12/15 佐伯市米水津 釣り大会 10 人 

 ＦＧクロ釣り選手権大会 2020/01/19 佐伯市一帯 釣り大会 2 人 

 
ＷＦＧグレ熊本支部代表

選 
2020/02/02 天草市牛深 釣り大会 13 人 

 熊本支部チヌ釣り大会 2020/02/22 上天草市松島 釣り大会 中止 

大分県支部. 釣研ＦＧ総会 2019/08/04 宗像ユリックス 会議 11人 

 親睦釣り大会（チヌ） 2019/09/08 坂ノ市一文字 釣り大会 15人 

 クロ釣り選手権大会 2020/01/19 大分県南一帯 釣り大会 12人 

 ＷＦＧグレ選出ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2020/02/02 米水津一帯 釣り大会 10人 

 支部役員会（年４回） 

今年は2月以降なし 
3 ｹ月に1回 大分市内 会議 6人 

東九州支部 梅雨グレ懇親釣り大会  

ＷＦＧ支部１次予選 
2019/07/07 佐伯市鶴見 釣り大会 29人 

 チヌ釣り懇親釣り大会    

ＷＦＧ支部２次予選 
2019/09/29 坂ノ市一文字波止 釣り大会 24人 

 寒グレ懇親釣り大会 

ＷＦＧ支部３次予選 
2019/12/15 佐伯市米水津 釣り大会 26人 

 北九州・熊本・東九州3支

部懇親チヌ釣り大会 
2019/12/15 佐伯市米水津 釣り大会 51人 

 ＷＦＧグレ本選出場者決

定最終トーナメント 
2020/01/13 佐伯市米水津 釣り大会 21人 

 第３１回クロ釣り選手権

大会 
2020/01/19 佐伯市鶴見 釣り大会 21人 

日向支部 ＷＦＧ予選会第１回 2019/10/20 宮崎県北浦 釣り大会 17人 

 ＷＦＧ予選会第２回 2020/01/19 宮崎県北浦 釣り大会 23人 

 ＷＦＧ代表決定戦 2020/01/26 宮崎県北浦 釣り大会 16人 

延岡支部 ＷＦＧ予選会第１戦 2019/12/20 宮崎県島の浦 釣り大会 19人 

 ＷＦＧ予選会第２戦 2020/01/12 宮崎県島の浦 釣り大会 15人 

 ＷＦＧ予選会決勝戦 2020/01/26 宮崎県島の浦 釣り大会 6人 

 宮崎・延岡支部合同懇親大

会 
2020/02/23 宮崎県島の浦 釣り大会 40人 

宮崎支部 ＦＧ本部総会 2019/08/04 福岡 会議 11人 

 宮崎支部総会 2019/08/24 宮崎市高岡町 会議 18人 

 ＷＦＧ 予選会（第一回） 2019/10/20 島野浦 千津丸 釣り大会 10人 

 第 ２ 回 ＷＦＧ 予選会＋

一般大会 
2019/12/01 北浦 喜福丸 釣り大会 9人 

 第３回ＷＦＧ予選会 2019/12/08 島野浦 千津丸 釣り大会 4人 

 青年部ＷＦＧ予選会 2019/12/15 志布志 マイカン丸 釣り大会 5人 

 合同大会打ち合せ 2019/12/16 延岡市 会議 6人 

 ＷＦＧ 代表戦 2020/01/12 南郷 かいゆう丸 釣り大会 6人 

 新春釣り大会 2020/01/12 南郷 かいゆう丸 釣り大会 10人 

 延岡・宮崎支部合同釣り大

会 
2020/02/23 島野浦 大黒丸 釣り大会 40人 

 役員会 2020/06/06 宮崎市 会議 6名 

鹿児島支部 懇親クロ釣り大会（兼ＷＦ 2020/02/02 間泊（南大隅町） 釣り大会・ 20人 
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Ｇ予選） 清掃 

 
ちぬ釣り大会 2020/04  

釣り大会・

清掃 
中止 

 
梅雨グロ大会 2020/06  

釣り大会・

清掃 
中止 

大隅支部 大隅支部総会 2019/08/24 鹿屋市 会議 13人 

 秋季大隅支部クロ釣大会 2019/12/1 佐多岬一帯 釣り大会 15人 

 春季大隅支部クロ釣大会 2020/01/19 大隅一帯 釣り大会 14人 

 支部エギング大会 2020/03/22 錦江湾一帯 釣り大会 12人 

 支部役員会 2020/03/24 鹿屋市 会議 4人 

台湾支部 支部クロ釣り大会 2019/12/02 基隆島 釣り大会 25人 

中国支部 
年度選拔賽(1) 2019X/08/10 中國香港離島 

取 消 (社會

問題) 
30 人 

 年度選拔賽(2) 2020/01/11 廣東一帶離島 取消(疫情) 25 人 
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第３号議案 

第３３期 事業計画(案) 
  

1. 第３２期 釣研ＦＧ理事会・定期総会 

日付： ２０２０年８月２３日(日) 

コロナウィルスの影響により、書面総会とします。 

2. カサゴ稚魚の放流事業 

日付：２０２０年１０月１１日(日)公益財団法人 日本釣振興会福岡県支部の行う放流事業に参加して、京築支

部協力の」もと福岡県苅田港、実施予定。福岡県内の各支部や事業部の協力を得て、カサゴ稚魚の放流は、コ

ロナウィルスの影響により、中止します。 

3. クリーンアップ事業 

日付：２０２０年１０月１８日(日)  前後１週間の間で実施 

公益財団法人 日本釣振興会主催による「水辺感謝の日(全国一斉・釣り場清掃デー)」に合わせ積極的に参加協

力し、釣り場の環境保全に努めます。実施場所は各支部、各地区の担当で地域周辺の釣り場が会場となります。 

4. 釣研ＦＧクロ釣り選手権大会 

日付：２０２１年に延期 

コロナウィルス渦の中、新企画での開催を検討中  

詳細が決まり次第、各支部（地区）長に連絡致します。 

5. 釣研ＦＧチヌ釣り選手権大会 

日付： ２０２１年４月 四国を予定 

コロナウィルス渦の中、新企画での開催を検討中  

詳細が決まり次第、各支部(地区)長に連絡致します。 

6. 第２６回ＷＦＧグレ大会(WORLD FISHING GAIA OF GURE) 

日付： ２０２１年５～６月 

場所： 長崎県平戸市宮ノ浦～五島列島を予定 

7. ＦＧ年間大物賞および釣研特別大物賞 

今期もＦＧ年間大物賞及び釣研特別大物賞をＦＧ年間大物魚拓審査規程により実施致します。 

魚拓の提出期限は２０２０年７月１日～２０２１年６月３０日までと致します。 

8. 支部補助金（釣り講習会及び釣り大会の補助） 

支部が催事を開催する場合、支部補助金として次の通り協力を行います。 

(1) 釣り講習会 

釣り人育成やコミュニケーションアップ、釣技向上などを目的にした、釣り講習会の補助を致します。 

補助金の支払は実施報告書提出後に行います。実施報告書には参加者会員での集合写真を付けていただく 

ようにお願い致します。 

a. 講習会補助金は１０名以上参加において、１支部１回限り先着順で支給させていただきます。補助金は

講師への謝金５千円＋５００円×参加人数と致します。 

b. 釣り大会と同日に開催された場合は、釣り講習会の補助は受けられません。 

(2) 支部釣り大会 

支部会員同士のコミュニケーションアップ、釣技向上などを目的にした支部釣り大会の補助を致します。 

a. 釣り大会補助金は１０名以上参加において、１支部１回限り先着順で支給させていただきます。補助金

は５００円×参加人数と致します。 

  (3) 合同釣り大会 

支部間のコミュニケーションアップ、釣技向上などを目的にした支部間の合同釣り大会の補助を致します。 

a. 釣り大会補助金は１０名以上参加において、１支部１回限り先着順で支給させていただきます。補助金

は５００円×参加人数といたします。 

b. 複数支部が連合して開催することを前提とします。 

(4) ブロック釣り大会 

a. 地域単位の釣り大会支援を行います。ます） 

b. 補助金は最大で１０万円とします。 
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c. 地域毎に各１回の開催とします。 

d. ＦＧ会員限定で１００人以上参加を対象とし、実施内容について事務局で審査を行います。 

     （表1） 

   
釣り講習会 

※釣り大会と同日 

開催は不可 

釣り大会 

支部釣り大会 

（単独） 

合同釣り大会 

（支部間の合同釣り

大会） 

ブロック釣り大会 

(東北/関東/関西/四

国） 

補助金 講師謝金５千円 

５００円×参加人数 

５００円×参加人数 ５００円×参加人数 各大会最大１０万円 

資格 １０名以上参加 １０名以上参加 ３０名以上参加見込 

（１支部あたり） 

・複数支部の合同開催 

１００人以上参加 

・ＦＧ会員限定 

・内容は事務局で審査 

回数 １支部年１回 １支部年１回 該当支部年１回 上記の地域年１回 

結果     

※注意 

・いずれも今期予算内において、申し込み先着順とさせて頂きます。 

・終了後２週間以内に報告書の提出をお願いします。 

・事後申請は認められません。 

・実施希望の支部(地区)は事務局までご連絡ください。 

 

9. 統括本部会議 

チヌ釣り選手権大会、クロ釣り選手権大会、ＷＦＧ、総会の打ち合わせなどのＦＧの事業運営や改善点につい

て、定期的に会議を行います。 

10. (財)日本釣振興会事業の応援 

公益財団法人 日本釣振興会が主催するクリーンアップ、稚魚放流、釣り体験学習事業などに参加協力し、株式

会社釣研と共に世界の釣り文化向上とマナーアップの徹底に努めていきます。 

11. 新入会員の獲得 

 会員のサービスレベル改善のため、更新の際、次の通りノベルティグッズを提供します。 

   （1年目）         （2年目以降） 

新入会員 金額  更新会員 金額  新入会員 更新会員 

入会金 1,500円     ＦＧﾜｯﾍﾟﾝ・ｽﾃｯｶｰ － 

年間費用 2,000円  年間費用 2,000円  － 記念品ｸﾞｯｽﾞ 

支部運営費 ▲900円  支部運営費 ▲900円  支部700円・地区200円 

合計 2,600円  合計 1,100円    
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第３３期年間スケジュール（案） 
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第３３期 支部・地区事業計画（案） 
支部名 事業名称 開催期日 場所 区分 参加数 

北海道支部 カラフトマス実釣会 2020/8/30 知床沿岸 実釣会 5 人 

 サケ実釣会 2020/10/4 雄冬沿岸 実釣会 7 人 

 秋の大会 2020/10/31 瀬棚沿岸 釣り大会 10 人 

 支部総会 2021/2/7 札幌市内 総会 10 人 

 アメマス大会 2021/3 月 江の島沿岸 釣り大会 10 人 

 春の大会 2021/4 月 寿都沿岸 釣り大会 10 人 

 夜釣り大会 2021/6 月 島牧沿岸 釣り大会 10 人 

青森支部 ＷＦＧ支部予選会 2020/09 秋田男鹿 釣り大会    30人 

 支部釣り大会 20209/11/29 小泊地区 釣り大会    15人 

 支部総会 2021/02 弘前市 総会    15人 

 伊藤智徳杯 2021/04 小泊地区 釣り大会    15人 

 支部釣り大会 2021/05 トド島 釣り大会    15人 

山形県支部 役員会議兼支部懇親会  2020/09/上旬 鶴岡市内 会議・懇親  10人 

 支部クロダイ釣り大会 2020/10/18 庄内一沿 釣り大会  30人 

 役員会議兼懇親会 2021/02/上旬 鶴岡市内 会議   10人 

 支部総会・役員会議 2021/05/上旬 鶴岡市内 会議   10人 

秋田支部 釣研ＦＧ東北３支部合同磯

釣り大会兼ＷＦＧグレ予選

会 

2020/10/ 
秋田県男鹿市加茂青

砂 
釣り大会 30 人 

 秋田県つり連合会主催 第

１８回男鹿半島クリーンアッ

プ 

2021/04/ 秋田県男鹿市 清掃 10 人 

 
令和３年チヌ釣り大会 2021/05/ 

秋田県男鹿市加茂青

砂 
釣り大会 20 人 

東関東支部 第27回 WFG支部予選会 2020/11/08 千葉県南房総市富浦 釣り大会 未定 

 
第 13回クロダイ釣り大会 2021/04/中旬 

千葉県安房郡鋸南町

勝山 
釣り大会  未定 

富士山支部 第１回懇親会 2020/12/13 静岡県西伊豆町仁科 釣り大会 25人 

 第２回懇親会 2021/03/14 静岡県西伊豆町田子 釣り大会 25人 

 第３回懇親会 2021/05/31 静岡県南伊豆町 釣り大会 25人 

 第４回懇親会 2021/06/06 静岡県沼津市千本浜 釣り大会 25人 

新潟支部 
新入会員歓迎会兼釣り大

会 
2020/07/19 新潟県内 釣り大会  25人 

 渚釣り大会 2020/09/13 新潟県内 釣り大会 15人 

 クリーンアップ 2020/10/04 粟島 清掃  15人 

 忘年会兼釣り大会 2020/11/29 新潟県内 釣り大会  25人 

 新年会 2021/02/07 新潟県内 懇親会  25人 

 長崎県五島遠征 2021/03/21 長崎県五島列島 釣り大会  10人 

 クロダイ釣り大会 2021/05/23 新潟県内 釣り大会 20人 

石川支部 アオリイカ釣り大会 中止 能登一円 釣り大会  人 

 磯釣り祭り 中止 能登一円 釣り大会  人 

 
冬のクラブ対抗黒鯛釣り

大会 
中止 北陸三県 釣り大会   人 

 年末支部忘年会 中止 能登町 親睦会   人 

 支部総会 2021/03/28 能登町 会議  8人 

 クラブ対抗黒鯛釣り大会 2021/05/19 北陸三県 釣り大会  25人 
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三重支部 懇親会＆WFG 予選 2020/07/12 古和浦（晃栄丸） 釣り大会 20 人 

 懇親会＆WFG 予選 2020/09/20 錦（坂口渡船） 釣り大会 20 人 

 懇親会＆WFG 予選 2020/11/15 御座（大伸丸渡船） 釣り大会 20 人 

 懇親会＆WFG 予選 2021/01/24 引本（広福丸渡船） 釣り大会 20 人 

 WFG 決定戦 2021/02/14 勝浦（清丸渡船） 釣り大会 9 人 

 懇親会＆WFG 予選 2021/03/28 石鏡（ポセイドン） 釣り大会 20 人 

大阪支部 

第 27 回 WFG グレ選考 第

2 回支部予選会＆懇親釣り

大会 

10 月 北港又は野原 釣り大会 15 人 

 

第 27 回 WFG グレ選考 大

阪支部決勝大会＆懇親釣

り大会 

11 月 尾鷲 釣り大会 15 人 

 大阪支部忘年会 12 月 大阪市 懇親会 10 人 

 

第 28 回 WFG グレ選考 第

1 回支部予選会＆懇親釣り

大会 

未定 未定 
合同釣り大

会 
30 人 

 

第 28 回 WFG グレ選考 第

2 回支部予選会＆懇親釣り

大会 

2021 年 2 月 和歌山 袋 釣り大会 15 人 

 
支部チヌ釣り講習会＆懇親

釣り大会 
2021 年 4 月 北港 釣り講習会 15 人 

若狭支部 懇親支部釣り大会 2020/09 未定 釣り大会 15人 

 懇親支部釣り大会 2020/11 未定 釣り大会 15人 

 支部ＷＦＧトーナメント 2020/12 未定 釣り大会 10人 

兵庫支部 ＦＧ総会 2020/08/23 福岡県 会議 4人 

 兵庫支部釣り大会 2020/09/下旬 兵庫県家島諸島 釣り大会 15人 

 兵庫支部釣り大会 2021/05/上旬 兵庫県家島諸島 釣り大会 15人 

阪神支部 親睦会３回目 2020/10 和歌山県 グレ 20人 

 (クリーンアップ含む）     

 ＷＦＧ阪神支部代表選 2020/11 兵庫県 須磨 グレ 12人 

 (クリーンアップ含む）     

 親睦会１回目 2021/04 兵庫県 チヌ 30人 

 (クリーンアップ含む）     

 親睦会２回目 2021/06 三重県 グレ 30人 

 (クリーンアップ含む）     

 親睦釣り大会 ２回目 2020/06 三重県 釣り大会 20人 

和歌山県支部 ＷＦＧ支部予選会（A） 2020/07頃 未定 釣り大会 15人 

 ＷＦＧ支部予選会（Ｂ） 2020/09頃 未定 釣り大会 15人 

 親睦磯釣り大会 2020/11頃 未定 釣り大会 20人 

 
ＷＦＧ支部決勝大会 2020/12頃 

和歌山県那智勝浦町

勝浦 
釣り大会 13人 

 
親睦磯釣り大会 2021/02頃 

和歌山県那智勝浦町 

勝浦 
釣り大会 20人 

 チヌ釣り親睦大会 2021/03頃 
大阪府堺市 

堺出島 
釣り大会 20人 

 
磯釣り講習会兼親睦磯釣

り大会 
2021/04頃 未定 講習会 20人 

広島支部 釣研FG総会 2020/08/23 福岡県宗像市 会議 1人 

島根支部 親睦チヌ釣り大会 2020/07 松江市美保関町 釣り大会 10人 
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～2020/9 堺水道周辺 

 
親睦グレ釣り大会 2020/11 下 松江市美保関町七類 釣り大会 10 人 

 忘年会 2020/12 中 出雲市 親睦会 10 人 

 親睦チヌ釣り大会 
2021/01 中 

松江市美保関町 

堺水道周辺 
釣り大会 10 人 

 親睦チヌ釣り大会 2021/03 上 松江市島根町野井 釣り大会 10 人 

山口県支部 役員会 2019/08 周南市 会議 10人 

 WFG グレ山口支部代表選

考会 
2019/09 周防大島 釣り大会 8人 

 山口支部懇親グレ釣り大

会 
2019/10 五島列島 釣り大会 30人 

 山口支部磯釣り大会 2020/01 周防大島 釣り大会 25人 

 支部懇親チヌ釣り大会 2020/05 周防大島 釣り大会 35人 

和布刈支部 チヌ釣り大会 2020/09下 山口OR北九州 釣り大会 10人 

 クロ釣り大会 2020/12中 山口OR大分 釣り大会 10人 

 新春クロ釣り懇親会 2021/01下 五島 釣り大会 10人 

 役員会 随時 ライン会議 会議  

徳島支部 支部釣り大会 2020/09 福村 釣り大会 15人 

 支部釣り大会 2021/01 弁岐大島 釣り大会 15人 

 支部釣り大会 2021/03 日振島 釣り大会 15人 

高知県支部 支部役員会 2020/08 高知県内 会議 10人 

 支部釣り大会 2020/11 愛媛県内 釣り大会 17人 

 支部釣り大会 2021/01 高知県内 釣り大会 17人 

土佐支部 忘年会（総会） 2020/12/09 睦月処 穂寿美 会議 23人 

 親睦釣り大会 2021/01/03 須崎の磯 釣り大会 20人 

 第１回ＷＦＧ予選会 2021/01/13 須崎の磯 釣り大会 10人 

 第２回ＷＦＧ予選会 2021/01/14 須崎の磯 釣り大会 20人 

 ＷＦＧ予選会決勝戦 2021/01/20 須崎の磯 釣り大会 9人 

 役員会 2021/05 未定 会議 10人 

本部統括支部 富山地区大会 2020/10 富山県魚津 釣り大会 10人 

 九州地区大会 2020/11 大分県南 釣り大会 10人 

 ４支部合同大会 未定 未定 釣り大会 10人 

北九州支部 北九州支部地区長会 
2020/07- 
2021/06 

水巻町内 会議 8人 

 第 33期釣研ＦＧ定期総会 2020/08上 未定 会議 30人 

 釣研ＦＧ北九州支部大会 2020/09中 未定 釣り大会 20人 

 海辺のクリーンアップ 2020/10中 若松海岸一帯 清掃 15人 

 ＦＧクロ釣選手権大会 2020/11下 未定 釣り大会 10人 

 東九州・熊本・北九州合同
大会 

2020/12中 未定 釣り大会 40人 

 ＷＦＧグレ北九州支部予
選 

2021/01中 未定 釣り大会 10人 

 ＦＧチヌ釣り選手権大会 2021/04中 未定 釣り大会 10人 

 東九州・熊本・北九州合同
チヌ釣り大会 

2021/05上 未定 釣り大会 40人 

釣研支部 ＦＧ総会 2020/08/23 福岡県宗像市 総会 30人 

 支部釣り大会 2020/11 大分県 釣り大会 20人 

 支部釣り大会 2021/01 大分県 釣り大会 20人 

 支部釣り大会 2021/05 長崎県五島列島 釣り大会 20人 
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 ４支部合同大会 未定 未定 釣り大会 20人 

玄海支部 マダイ釣り大会 2020/08/01 玄海灘 釣り大会 10人 

 日本１の大マダイ釣り大会 2020/11/14 大分県鶴見 釣り大会 未定 

 懇親釣り大会 2020/12/28 大分県鶴見 釣り大会 未定 

 懇親釣り大会 2021/01/10 大分県鶴見 釣り大会 未定 

南小倉支部 支部役員会 2020/07/01 ジョイフル井堀 会議  2人 

 懇親チヌ釣り大会 2020/09/06 小野田一文字 釣り大会 15人 

 クロ釣り選手権 2021/01/17 大分県米水津 釣り大会 15人 

京築支部 苅田港クリーンアップ 2020/10/11 福岡県苅田港一帯 清掃 50人 

 ファミリー釣り大会 2020/10/11 福岡県苅田港一帯 釣り大会 50人 

 ＷＦＧ支部予選会 2020/12/06 未定 釣り大会 15人 

 春季磯釣り大会（チヌ） 2020/04/19 福岡県苅田港一帯 釣り大会 30人 

 支部夜釣り釣り大会 2020/06/20 福岡県苅田港一帯 釣り大会 30人 

筑豊支部 釣研FG総会 2020/08上 福岡県宗像市久原 会議 12人 

 支部地区長会議 2020/08下 飯塚市目尾ｼﾞｮｲﾌﾙ 会議 5人 

 クリーンアップ 2020/10中 北九州市響灘一帯 清掃 15人 

 筑豊支部親睦シヌ釣大会 2020/11/上 京都郡苅田町新波止 釣り大会 15人 

 飯塚地区親睦釣り大会 2020/11/上 未定 釣り大会 15人 

 筑豊地区親睦釣り大会 2020/11/中 未定 釣り大会 10人 

 支部合同釣り大会 2021/01上 未定 釣り大会 20人 

 FGクロ釣り選手権大会 2021/01下 未定 釣り大会 10人 

 三支部合同釣り大会 2021/01上 未定 釣り大会 60人 

 
筑豊地区ＷＦＧ決勝釣り

大会 
2021/02中 未定 釣り大会 5人 

 ＦＧチヌ釣り選手権大会 2021/04中 未定 釣り大会 5人 

福岡支部 支部懇親チヌ釣り大会 未定 未定 釣り大会 未定 

 支部懇親クロ釣り大会 未定 未定 釣り大会 未定 

 ＷＦＧチヌ支部予選 未定 未定 釣り大会 未定 

 ＷＦＧクロ支部予選 未定 未定 釣り大会 未定 

 年末支部会員懇親会 未定 未定 釣り大会 未定 

八女支部 クロ釣り大会 2020/10/18 大分県南の磯 釣り大会 15人 

 ＷＦＧクロ釣り予選会 2020/12/13 大分県南の磯 釣り大会 15人 

 4支部合同クロ釣り大会 2021/01 未定 釣り大会 30人 

 クロ釣り大会 2021/02/21 宮崎県北浦の磯 釣り大会 15人 

 クロ釣り大会 2021/05/23 熊本県牛深の磯 釣り大会 15人 

佐賀支部 支部釣り大会 2020/11 未定 釣り大会 未定 

 ＷＦＧ支部予選会（西九州

支部と合同） 
未定 未定 釣り大会 2人 

西九州支部 釣研 FG 総会 未定 未定 会議  

 懇親クロ釣り大会 未定 未定 釣り大会  

 懇親チヌ釣り大会 未定 未定 釣り大会  

 WFG（チヌ）支部予選 未定 未定 釣り大会  

長崎県北支部 釣研ＦＧ理事会 
2020/08上 

福岡県宗像ユリック

ス 

会 議 
1人 

 クロ釣り大会 2020/10 南九十九島一帯 釣り大会 30人 

 クロ釣り選手権大会 2020/11  釣り大会 25人 

 ＷＦＧグレ 
2020/12 

平戸宮之浦・五島列

島 

釣り大会 
3人 

 ＷＦＧ支部＃１予選会 2020/12 平戸宮之浦 釣り大会 30人 
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 ＷＦＧ支部＃２予選会 2021/01 佐世保沖ガニ瀬一帯 釣り大会 30人 

 ＷＦＧ青年部予選会 2021/02  釣り大会 3人 

 チヌ釣り選手権大会 2021/03  釣り大会 10人 

 ３支部合同チヌ釣り選手権

大会 
2021/05 

大村湾一帯 釣り大会 
40人 

 支部役員会議 2021/06下 下本山町ジョイフル 会 議 7人 

 支部クロ・チヌ釣り大会 2021/06下 相浦湾内一帯 釣り大会 30人 

長崎県南支部 ＷＦＧ予選会 2020/10 長崎県南の磯 釣り大会 25人 

 クロ釣り大会 2021/01 長崎県南の磯 釣り大会 35人 

 チヌ・クロ釣り大会 2021/03 長崎県南の磯 釣り大会 35人 

 更新会議 2021/06 つくば倶楽部 会議 9人 

五島支部 支部役員会 2020/08/下  会議 6人 

 ＷＦＧチヌ支部予選会 2020/10/下 中五島有川港一帯 釣り大会 10人 

 ＷＦＧグレ支部予選会 2020/11/下 中五島若松瀬戸一帯 釣り大会 10人 

 支部釣り大会 2021/01/下 中五島若松瀬戸一帯 釣り大会 30人 

 支部釣り大会 2021/02/下 下五島椛島一帯 釣り大会 30人 

玉名支部 支部地区長会 2020/07～06 九州設備会議室 会議 4人 

 釣研ＦＧ総会 2020/08/23 福岡県宗像市 会議 中止 

 ＦＧクロ釣り選手権大会 2020/11 未定 釣り大会 10人 

 支部クロ釣り大会 2021/01/31 鹿児島県上甑 釣り大会 20人 

 ＦＧチヌ釣り選手権大会 2021/04 未定 釣り大会 10人 

熊本支部 支部役員会 2020/07 未定 会議 7人 

 釣研ＦＧ総会 未定 未定 会議 20人 

 熊本支部総会 2019/08 熊本市内 会議 25 人 

 クリーンアップ活動 2020/09 上天草市 清掃 20人 

 ＷＦＧ支部予選会１ 2020/10 天草市高浜 釣り大会 15 人 

 ＷＦＧ支部予選会２ 2020/11 天草市牛深 釣り大会 15 人 

 熊本支部クロ釣り大会 2020/12 天草市牛深 釣り大会 30 人 

 ＦＧクロ釣り選手権大会 未定 未定 釣り大会 10 人 

 
北九州・東九州・熊本支部

懇親クロ釣り大会 
未定 未定 釣り大会 15 人 

 
ＷＦＧグレ熊本支部代表

選 
2021/01 天草市牛深 釣り大会 12 人 

 熊本支部チヌ釣り大会 2021/03 上天草市松島 釣り大会 20 人 

大分県支部 親睦釣り大会（チヌ） 2020/09 坂ノ市一文字波止 釣り大会 20人  

 秋季釣り大会（グレ） 2020/12 米水津一帯 釣り大会 20人 

 ＷＦＧグレ選出ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2021/01 米水津一帯 釣り大会 14人 

 新年釣り大会 2021/02 鶴見一帯 釣り大会 20人 

 春季釣り大会 2021/05 津久見一帯 釣り大会 20人 

 役員会議 年４回 大分市内 会議 6人 

東九州支部 梅雨グレ懇親釣り大会  

ＷＦＧ支部次予選 
2020/07上 佐伯市鶴見 釣り大会 35人 

 チヌ釣り懇親釣り大会    

ＷＦＧ支部次予選 
2020/10上 津久見市 釣り大会 30人 

 北九州・熊本・東九州３支

部懇親グレ釣り大会 
2020/11中 佐伯市米水津 釣り大会 50人 

 寒グレ懇親釣り大会（ＷＦ

Ｇ次予選）兼クリーアップ

活動 

2020/12上 佐伯市米水津 釣り大会 30人 
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 ＷＦＧクロ本選出場者決

定最終トーナメント 
2021/01中 佐伯市米水津 釣り大会 12人 

 ＷＦＧチヌ本選出場者決

定最終トーナメント 
2021/03中 津久見市 釣り大会 12人 

 北九州・熊本・東九州３支

部懇親チヌ釣り大会 
2021/05上 津久見市 釣り大会 50人 

日向支部 ＷＦＧ予選会第１回 2019/10/20 延岡市北浦 釣り大会 40人 

 ＷＦＧ予選会第２回 2020/01/19 延岡市北浦 釣り大会 40人 

 ＷＦＧ代表者決定戦 2020/01/26 延岡市北浦 釣り大会 12人 

 懇親磯釣り大会 2020/03/08 延岡市南浦 釣り大会 40人 

延岡支部 ＷＦＧ予選会第１戦 2020/11/上 宮崎県島の浦 釣り大会 10人 

 ＷＦＧ予選会第２戦 2020/12/中 宮崎県島の浦 釣り大会 10人 

 ＷＦＧ予選会決勝戦勉強

会 
2021/01/中 宮崎県島の浦 釣り大会 6人 

 宮崎・延岡支部合同懇親大会 2021/02/下 宮崎県南郷町 釣り大会 40人 

 チャリティ釣り大会協賛 2021/06/中 宮崎県島の浦 釣り大会 18人 

宮崎支部 ＦＧ本部総会 2020/08 福岡 会議 11人 

 宮崎支部総会 2020/08 宮崎 会議 18人 

 ＷＦＧ 予選会 2020/10 島野浦 釣り大会 10人 

 一般大会 2020/12 北浦 釣り大会 9人 

 ＷＦＧ予選会 2020/12 北浦 釣り大会 4人 

 青年部ＷＦＧ予選会 2020/12 未定 釣り大会 5人 

 合同大会打ち合せ 2020/12 宮崎 会議 6人 

 新春釣り大会 2021/01 南郷 釣り大会 10人 

 延岡・宮崎支部合同釣り大

会 
2021/02 宮崎 釣り大会 40人 

 役員会 2021/06 宮崎 会議 6名 

鹿児島支部 支部総会 2020/09/下 鹿児島市 会議 25人 

 懇親クロ釣り大会 2020/12/下 甑島周辺 釣り大会 25人 

 ＷＦＧ予選会 2021/01/中 未定 釣り大会 25人 

 ちぬ釣大会 2021/04/中 錦江湾一帯 釣り大会 25人 

 梅雨グロ大会 2021/06/中 佐多岬一帯 釣り大会 25人 

 クリーンアップ 未定 未定 清掃 25人 

大隅支部 大隅支部総会 2019/08/24 鹿屋市 会議 14人 

 秋季大隅支部クロ釣大会 2019/12/1 佐多岬一帯 釣り大会 15人 

 春季大隅支部クロ釣大会 2020/01/19 内之浦一帯 釣り大会 12人 

 支部エギング大会 2020/03/22 桜島一帯 釣り大会 18人 

 支部役員会 2020/03/24 鹿屋市 会議 12人 

台湾支部 夜釣大会 2020/10 宣蘭県鳥石港 釣り大会 未定 

 クロ釣り大会 2020/12 基隆島 釣り大会 未定 

中国支部 釣研千又選拔賽 2020/10/上 中國香港離島  30 人 

 WFG 予選 2020/11/中 離島 釣り大会 25 人 

 

 

 

 

 

 



 31 

第３３期 会員数 
※32期 2019/07/20新規会員含む 33期 2020/07/15更新者数（カッコ内の新規会員数含む） 

支部地区名 支部長名 
会員数 

支部地区名 支部長名 
会員数 

32期 33期 32期 33期 

北海道支部 酒谷 祐史 15(0) 15(0) 南小倉支部 立石 佐夫 26(5) 27(1) 

青森支部 今本 正仁 18(1) 20(2) 京築支部 山之内 忠文 64(2) 61(0) 

秋田支部 斉藤 元広 23(1) 23(1) 筑豊支部 福田 重夫 41(0) 40(1) 

山形県支部 武田 清実 31(0) 30(2) 釣研支部 小田 年浩 31(3) 30(3) 

東関東支部 小澤 一平 83(3) 80(0) 本部統括支部 寒竹 準一 24(0) 25(3) 

富士山支部 吉田 通明 26(2) 39(12) 福岡支部 田中 洋一朗 93(0) 91(4) 

新潟支部 飯岡 龍輔 24(1) 28(3) 八女支部 田代 智之 27(1) 30(0) 

石川支部 森下 省三 8(0) 8(0) 佐賀支部 渕上 潮 19(1) 19(0) 

三重支部 打田 裕也 49(2) 51(0) 西九州支部 宮原 浩 42(9) 38(0) 

若狭支部 藤野 幸嗣 30(2) 31(4) 長崎県北支部 平野 芳幸 85(6) 85(1) 

大阪支部 銭谷 明夫 47(2) 37(2) 長崎県南支部 丸本 龍郎 68(1) 62(1) 

兵庫支部 西岡 良純 30(0) 31(1) 五島支部 下山 薫 74(0) 76(3) 

阪神支部 小野 貴文 38(2) 41(3) 玉名支部 松井 隆弘 27(2) 28(2) 

和歌山県支部 北紺 浩之 39(0) 35(0) 熊本支部 山口 まちこ 62(4) 61(4) 

広島支部 小島 裕 26(0) 26(0) 大分県支部 城本 透 30(0) 30(0) 

安芸支部 山﨑 憲治 6(0) 6(0) 東九州支部 猪熊 博之 54(1) 51(0) 

島根支部 坂田 昌久 13(1) 13(0) 延岡支部 甲斐 雄二 40(3) 40(0) 

山口県支部 藤井 信行 54(8) 57(2) 日向支部 茂 大樹 54(13) 62(4) 

徳島支部 野口 真平 50(0) 40(1) 宮崎支部 松崎 隆幸 34(2) 35(0) 

高知県支部 楠瀬 章広 17(2) 19(2) 鹿児島支部 日高 崇行 39(1) 40(1) 

土佐支部 浜田 敏夫 35(2) 40(5) 大隅支部 永嶺 俊幸 14(0) 15(1) 

和布刈支部 藤本 孝司 24(0) 16(0) 沖縄支部 高野 豪光 5(1) 5(0) 

北九州支部 行徳 秀美 68(4) 72(2) 韓国支部 Park Bum Soo 318(36) 358(56) 

玄海支部 山﨑 和彦 14(0) 9(0) 台湾支部 游 俊忠 30(2) 29(0) 

    
中 国 支 部

(CHINA) 
何 永兒 96(37) 72(4) 

 

支部長名網掛白字は新規

就任   

合計 

(新規会員) 

2,168 

(164) 

2,177 

(131) 

    33期 

     更新 入会 

     2,046 131 
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第３３期釣研ＦＧ規約 
 

(名称) 

第 1条： 本会は、釣研ＦＧと称する。 

 

(目的) 

第 2条： 本会の目的は、次のとおりとする。 

(1) 株式会社釣研の発展に寄与する。 

(2) 会員相互の親睦と融和、釣技の錬磨、研究とその交流をはかる。 

(3) 環境保全に貢献する。 

(4) ルールとマナー及び社会人としてのエチケット普及向上をめざす。 

 

(事業) 

第 3条： 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

(1) 釣研ＦＧ釣り大会 

(2) 稚魚放流事業 

(3) クリーンアップ事業 

(4) ＷＦＧ (ワールドフィッシングガイア) 

(5) 釣り講習会 

(6) その他の事業 

 

(組織) 

第 4条： 本会は、本会の趣旨に賛同した釣研製品愛好者の会員で組織する。 

 

(運営) 

第 5条： 

(1) 本会は、本会の運営を本部(役員)と各支部、各地区単位で行なうものとする。 

(2) 本会に加入・脱退する個人は別に定める個人加入規程によるものとする。 

(3) 加盟支部については、別に定める加盟支部規程によるものとする。 

(4) 本会は、株式会社 釣研 及び本会が企画実施する釣りのイベント等の諸事業については、率先して協力

するものとする。ただし、仕事あるいは健康上の問題等、なんらかの支障がある場合はこの限りではな

い。 

 

(役員) 

第 6条： 本会に次の役員を置く。 

会 長    1名 

副 会 長       若干名 

統括本部長 1名 

事務局長 1名 

会計管理者    1名 

副会計管理者   1名 

広   報   若干名 

青年部長      1名 

青年副部長    1名 

 

(役員選出) 

第 7条： 

(1) 会長は、総会において推挙する。 

(2) 副会長、統括本部長、事務局長、会計管理者、副会計管理者、広報、青年部長、青年副部長は理事会・



 33 

総会で同意を得て、会長が委嘱する。 

(理事・監事) 

第 8条： 本会に次の理事、監事を置く。 

理事若干名 、監事2名 

 

(理事・監事の選出) 

第 9条： 

(1) 理事、監事は次の方法によって選出する。 

(2) 理事は、次による。 

a. 役員会が特に認めた会員及び(株)釣研より推薦があった会員。 

b. 加盟支部の支部長。ただし、地区だけのところについては地区長とする。 

c. 支部長を3期以上務めたもので、役員会において、特に認めた会員及び(株)釣研より推薦があった会員。 

(3) 監事は、総会の同意を得て会長が委嘱する。 

 

(名誉顧問・名誉会長・参与・顧問・相談役・名誉会員) 

第 10条： 本会に、名誉顧問、名誉会長、参与、顧問、相談役、名誉会員を置くことができる。 

名誉顧問 若干名 

名誉会長      1名 

参 与   若干名 

顧 問  若干名 

相 談 役 若干名 

名誉会員 若干名 

 

(職務) 

第 11条： 役員、理事、監事、名誉顧問、名誉会長、参与、顧問、相談役、名誉会員の職務は、次のとおり

とする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代理する。 

(3) 統括本部長は、各種事業・事務処理を総括する。 

(4) 事務局長は、各種事務処理を統括する。 

(5) 会計管理者は、会計事務を行なう。 

(6) 副会計管理者は会計管理者を補佐し、会計管理者に事故あるときは、その職を代理する 

(7) 広報は、広報事務を行なう。 

(8) 青年部長は、青年部活動を主管する。 

(9) 青年副部長は青年部長を補佐し、青年部長に事故あるときは、その職を代理する。 

(10) 理事は、第15条に規定する職務を行なう。 

(11) 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

(12) 名誉顧問、名誉会長、参与、顧問、相談役及び名誉会員は、本会の会務の重要事項について、会長の

諮問に対して、意見を述べることができる。 

 

(役員・理事・監事・名誉顧問・名誉会長・参与・顧問・相談役・名誉会員の任期) 

第 12条： 

(1) 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 

(2) 欠員が生じたときは、第7条から第10条の規定に基づき補欠の選出を行なう。ただし、この場合の任

期は前任者の残任期間とする。 

(3) 任期満了しても後任者が就任するまではその職務を行なう。 

 

(会議) 

第 13条： 本会の会議は、次のとおりとする。 

(1) 総 会 （全会員）  
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(2) 理 事 会（本部役員、理事、支部長、ＦＧに関係する釣研社員） 

(3) 役 員 会（本部役員、ＦＧに関係する釣研社員） 

(4) 統括本部会（統括本部長、事務局長、会計管理者、副会計管理者、広報、青年部長、青年副部長、 

事務局員、ＦＧに関係する釣研社員） 

 

 (総会) 

第 14条： 

(1) 総会は、会長が招集する。 

(2) 会の議長は、出席者の中から互選し、次の事項を決議する。 

a. 規約の制定、改廃に関すること。 

b. 予算及び決算に関すること。 

c. 本会の目的を達成するための事業・運営に関すること。 

d. その他重要な事項に関すること。 

 

(理事会) 

第 15条： 

(1) 理事会は、会長が招集し議長となって、次の事項を掌握する。 

a. 各支部・各地区の要望に関すること。 

b. 各支部・各地区の年間行事に関すること。 

c. 支部設立等に関すること。 

d. その他必要な事項に関すること。 

(2) 会長は、理事会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り会議(文章)によって掌握することが

できる。 

 

(役員会)  

第 16条： 役員会は、会長が招集し、総会に付議すべき事項を討議し、次の事項を決定する。 

(1) 規約の制定、改廃に関すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 本会の目的を達成するための事業・運営に関すること。 

(4) 支部設立等に関すること。 

(5) その他重要な事項に関すること。 

 

(議決) 

第 17条： 会議の議決は、出席者の過半数による多数決で決する。 

 

(専決処分) 

第 18条： 

(1) 会長は緊急を要する事項の決定が生じ、総会を招集するいとまがないと認めるときは専決することがで

きる。 

(2) 会長は、前項の専決をしたときは、次の総会において承認をえなければならない。 

 

(統括本部会)   

第 19条：統括本部会は、統括本部長が招集し、役員会議に付議すべき事案を討議し、次の事項を決定する。 

(1)本会は目的達成のために統括本部会を置く。 

(2)統括本部会は統括本部長、事務局長、会計管理者、副会計管理者、広報、青年部長、青年副部長と事務

局員で構成する。 

(3)統括本部会は事務局長が招集し、事務分掌を検討協議する。 

(4)ＷＦＧグレ・チヌ運営スタッフについては、本部スタッフに加え、統括部長が開催地周辺の支部長及び

釣研モニターを選任し、役員会で決定する。 

(5) 統括本部会は、次の事項を事務分掌とする。 
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ａ．大会（ＷＦＧグレ・チヌ、クロ・チヌ選手権）運営に関すること。 

ｂ．釣研ＦＧグッズ作成、販売に関すること。 

ｃ．年間大物賞に関すること。 

ｄ．各種イベントに関すること。 

ｅ．その他重要な事項に関すること。 

 

(事務局) 

第 20条： 

(1) 本会の事務を処理するために事務局を福岡県遠賀郡遠賀町若松203株式会社釣研内に置く。 

(2) 事務局員については、事務局長が選任し、委嘱する。 

(3) 事務局に関する必要な事項は、次の事項を事務分掌とする。 

a. 釣研ＦＧ総会に関すること。 

b. 釣研ＦＧ入会・更新に関すること。 

c. 統括本部事務分掌以外の釣研ＦＧの事務に関すること。 

d. その他重要な事項に関すること。 

 

(経費) 

第 21条： 本会の経費は、補助金、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

 

(会計年度) 

第 22条： 

(1) 本会の会計年度は、7月 1日から6月 30日までとする。 

(2) 本会に特別会計を設けることができる。 

 

(委任) 

第 23条： この規約に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、役員会にはかって、会長が別に定め

る。 

 

（青年部） 

第24条：会員更新時で満４０歳未満の会員で組織する 

  （1）青年部は、釣技及びマナーアップ向上等を目的に設置する。 

  （2）青年部会は、青年部長が招集し、青年部主催イベントについて検討協議する。 

 

 

附則 この規則は、1988年 8月 28日から施行する。 

附則 この規則は、1991年 8月 4日から施行する。 

附則 この規則は、1992年 8月 9日から施行する。 

附則 この規則は、1993年 8月 8日から施行する。 

附則 この規則は、1994年 8月 7日から施行する。 

附則 この規則は、1995年 8月 6日から施行する。 

附則 この規則は、1996年 8月 4日から施行する。 

附則 この規則は、1998年 8月 2日から施行する。 

附則 この規則は、2012年 8月 5日から施行する。 

附則 この規則は、2015年 8月 3日から施行する。 

附則 この規則は、2016年 8月 8日から施行する。 

附則 この規則は、2017年 8月 7日から施行する。 

附則 この規則は、2018年 8月 5日から施行する。 
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諸手続きフローチャート 
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ＦＧフォーラム 
 

（釣りファン） 

 


