
■大会会場　　　　

岐阜県郡上市　長良川

■大会開催日　　　　

８月２３日（金）　エリア・大会規定説明会、前夜祭

８月２４日（土）　予選リーグ（第１試合～第３試合）

８月２５日（日）　決勝トーナメント、シード権争奪戦

※予備日　９月６日（金）～８日（日）

後援

主催
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岐阜県　郡上市
郡上市観光連盟
郡上市商工会

郡上漁業協同組合

第３３回 ダイワ鮎マスターズ２０１９

全国決勝大会　オフィシャルガイドブック



●シード選手　（ダイワ鮎マスターズ２０１８全国決勝大会上位入賞）

吉田　大修 （優勝  　： 兵庫） TEAM 45 31

上田　弘幸 （準優勝 ： 愛知） チーム　WEED 48

原島　裕樹 （第３位　： 東京） チームＧｏｋｕｕ 41

石垣　吉茂 （第３位　： 滋賀） TEAM J-TOPS 53

●ブロック大会代表選手

西日本ブロック大会代表選手　（京都府　美山川）

瀬田　匡志 （第１位  ： 鳥取） TEAM流斬波 43

瀬田　将太 （第２位　： 鳥取） TEAM流斬波 22

清原  裕之 （第３位　： 広島） 42

中日本ブロック大会代表選手　（福井県　九頭竜川　勝山地区）

池野  昭一 （第１位　： 石川） トーナメントチーム金澤　ペガサスセブン 52

玉木  功 （第２位　： 神奈川） Ｊ．Ｓ．Ｃ 56

村田  康之 （第３位　： 愛知） 中部長友会 42

菅沼  春昭 （第４位　： 愛知） トーナメント新城 41

東日本ブロック大会代表選手　（栃木県　那珂川　黒磯地区　）

小林  正幸 （第１位　： 長野） LF9★2 36

山口  隆 （第２位　： 群馬） チーム鮎香 42

岡崎  孝 （第３位　： 栃木） 鮎追い人 50

岩舘  裕一郎 （第４位　： 岩手） MAD&MAD 42

日比野  健太郎 （第５位　： 神奈川） 42

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・･･

第３３回 ダイワ鮎マスターズ２０１９

全国決勝大会出場選手　（敬称略）



８月２３日（金） エリア・大会規定説明会、前夜祭
14：00 ～ 14：30 受付

14：30 ～ 16：30 120 エリア・大会規定説明会

16：30 ～ 18：00 90 自由時間

18：30 ～ 20：00 90 前夜祭（ホテル積翠園バンケットホール）

　予選リーグのブロック分け抽選会

８月２４日（土） 予選リーグ
5:20 ～ 5:45 20 大会本部へ移動

5:45 ～ 6:30 45 大会本部にて朝食

6:30 ～ 7:00 30 オトリ配布＆エリアへの移動

7:00 ～ 9:00 120 第1試合

9:00 ～ 9:45 45 大会本部への移動＆検量

9:45 ～ 10:15 30 オトリ配布＆エリアへの移動

10:15 ～ 12:15 120 第２試合

12:15 ～ 13:30 75 大会本部への移動＆検量、昼食、写真撮影

13:30 ～ 14:00 30 オトリ配布＆エリアへの移動

14:00 ～ 16:00 120 第3試合

16:00 ～ 16:30 30 大会本部への移動＆検量

16:30 ～ 18:30 120 ホテルへ移動　自由時間

19:00 ～ 20:30 90 中夜祭（ﾎﾃﾙ積翠園バンケットホール）

　予戦リーグの成績発表＆準決勝抽選会

８月２５日（日） 決勝トーナメント、シード権争奪戦
5:20 ～ 5:45 25 大会本部へ移動

5:45 ～ 6:30 45 大会本部にて朝食

6:30 ～ 7:00 30 オトリ配布＆エリアへの移動

7:00 ～ 9:00 120 準決勝

9:00 ～ 9:30 30 大会本部への移動＆検量

9:30 ～ 9:45 15 決勝戦への準備

シード権争奪戦

7:00 ～ 7:30 30 シード権争奪戦オトリ配布＆エリアへの移動（徒歩移動）

7:30 ～ 9:30 120 シード権争奪戦

9:30 ～ 10:00 30 大会本部への移動＆検量

9:45 ～ 10:00 15 決勝オトリ配布＆エリアへの移動

10:00 ～ 12:00 120 決勝

12:00 ～ 12:20 20 大会本部への移動＆検量

12:20 ～ 13:20 60 昼食（大会本部）

13:20 ～ 14:00 40 表彰式（大会本部）

※ 悪天候等により、大会当日のスケジュールを変更する場合があります。

全国決勝大会・岐阜県長良川/タイムテーブル



●予戦リーグ ８月２４日（土） 第１試合   7：00～ 9：00　（２時間）

第２試合 10：15～12：15　（２時間）

第３試合 14：00～16：00　（２時間）

・１６名の選手は前夜祭の抽選により決定した、４名１組の４つのグループに分かれ、各グループで
　リーグ戦を行います。
・この対戦結果により、各グループから１名の決勝トーナメント代表選手を決定します。
・マンツーマン方式により、予め決められたエリアで対戦を行います。
・試合開始前に行なうジャンケンで勝った選手が最初に上流エリアに入ります。
・競技時間は前半６０分、後半６０分の合計１２０分とし、前半･後半でエリアを交替します。
・交替は前半終了後１０分以内に行ない、交替に要する時間は後半の競技時間に含まれます。
・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。
・順位は勝ち点で決定します。（勝ち：２点、負け：０点、引き分け：１点）
・同点の場合は対決時の勝敗に順じます。（引き分けの時は重量で決定します）
・３すくみの場合は、予選リーグ３試合のトータル尾数で決定します。
・トータル尾数が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は別途協議の
　上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

●決勝トーナメント ８月２５日（日） 準決勝 7：00～ 9：00　（２時間）

決勝 10：00～12：00　（２時間）

・各グループの代表４名により、トーナメント方式の対戦を行ないます。
・決勝トーナメントに進出した４名には、翌年の全国決勝大会へのシード権が与えられます。
・対戦相手は中夜祭で行なわれる抽選で決定します。
・マンツーマン方式により、予め決められたエリアで対戦を行います。
・試合開始前に行なうジャンケンで勝った選手が最初に上流エリアに入ります。
・競技時間は前半６０分、後半６０分の合計１２０分で前半･後半でエリアを交替します。
・交替は前半終了後１０分以内に行ない、交替に要する時間は後半の競技時間に含まれます。
・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。
・同尾数の場合は、総重量にて決定します。
・同尾数・同重量の場合は、予選リーグ３試合でのトータル尾数により決定します。
・予戦リーグ３試合の釣果が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は
　別途協議の上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

●シード権争奪戦 ８月２５日（日） 7：30～9：30　（２時間）

・各グループ２位以下の１２名の選手により、シード権争奪戦を行ないます。
・シード権争奪戦の結果、上位３名には翌年の最寄のブロック大会決定戦へのシード権が与えられ、
　４位から１２位の選手には翌年の最寄のブロック大会予戦へのシード権が与えられます。
・競技時間は１２０分とし、決められたエリアで自由に釣果を競い合います。
・オトリの配布は予選リーグ３試合のトータル釣果の多かった選手から順に行ない、入川宣言
　をしてポイント入ります。その際、トラブル防止の為に追い越しは禁止です。
・オトリ配布と試合開始時間は異なります。
・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。
・同尾数の場合は、総重量にて決定します。
・同尾数・同重量の場合は、予選リーグ３試合でのトータル尾数により決定します。
・予戦リーグ３試合の釣果が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は
　別途協議の上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

※尚前年優勝者が決勝トーナメントに出場できなかった場合、自動的に翌年開催の最寄のブロック
　 大会決定戦にシード登録されます。
　 その場合、シード権争奪戦には出場せず１１名で競技を実施しますが、ブロック大会決定戦シード
　 選手３名枠の変更はありません。

全国決勝大会／競技方法




