
 
 
 
 

2015	 9th	 横浜港ボートフィッシング大会	 シーバストーナメント 
開	 催	 要	 項  

 
 
主	 	 催	 横浜クルージングクラブ（Ｙ.Ｃ.Ｃ.） 
後	 	 援	 Ｊ．Ｇ．Ｆ．Ａ（ジャパンゲームフィッシュ協会） 
協	 	 力	 横浜港ボート天国 実行委員会 
	 	 	 	 	 （社）関東小型船安全協会 
	 	 	 	 	 アイランドクルーズフィッシングクラブ 
協	 	 賛	 株式会社 フジ企画	  
                  釣具メーカー・ボートメーカーなど 
期	 	 日	 ２０１5年１１月３日（文化の日） 
開催場所	 横浜クルージングクラブヨットハーバー（横浜市中区新山下） 
定	 	 員	 ５０名（先着順とさせていただきます。） 
費	 	 用	 大会参加費	 お一人￥7,500− 	 （JGFA会員は、6500円）	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 （大会参加費、大会記念ポロシャツ、表彰パーティー代、JGFAサポート会費含む） 
	 	 	 	 	 （オーナー艇以外は、別途乗船料が掛かります。ボート手配は各自お願い致します。） 
ボ ー ト	 ＹＣＣ係留艇及び一般参加艇（一般参加艇はチームごとにお申込下さい。） 
日	 	 程	 11月 3日	 午前 7：00	 集合	 参加艇受付、乗船艇発表（YCC係留艇） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  8：00	 出船	 スタートフィッシング（YCC東側水面） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12：30	 ストップフィッシング	 帰港	 審査開始 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13：30	 審査締め切り	 集計 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14：00	 表彰パーティー 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15：30	 解散 
対 象 魚	 シーバス（スズキ）40ｃｍ以上が対象（40ｃｍ以下は検量対象外とする。） 
ル ー ル	 ＪＧＦＡルールに準ずる。（ライン等の制限はなし） 
	 	 	 	 	 オールキャッチ＆リリースとし、魚をキープする場合は検量対象外とする。 
	 	 	 	 	 事故防止のため、フックは、バーブレスにすること。 
	 	 	 	 	 ライフジャケット、帽子、サングラスを着用すること。 
	 	 	 	 	 タギングは、任意とします。 
	 	 	 	 	 １チーム 5名までとします。（レディース、ジュニアがいる場合は 6名まで） 
	 	 	 	 	 ジュニアは、16歳以下の方を対象とします。 
検	 	 量	 検量は各船の船長が行い、専用記録用紙に記入する。 
	 	 	 	 	 記録数に制限はない。 
	 	 	 	 	 検量は、叉長とし 0.5ｃｍ刻みで半端は切り捨てとする。 
	 	 	 	 	 叉長 60ｃｍ以上の魚は規定の JGFAメジャーの上に魚を置きデジタルカメラで 
                  全体の撮影をすること。(帰着申告の際、写真確認致します) 
表	 	 彰	 チーム賞	 	 	 １～３位	 叉長の大きい順から 3尾の合計長が最大のチーム 
	 	 	 	 	 大 物 賞	 	   	 １～３位	 最長のシーバス１匹を釣った個人 
	 	 	 	 	 ジュニア賞	 	 １～３位	 １６歳以下の方で最長のシーバス１匹を釣った個人 
	 	 	 	 	 レディース賞	 １～３位	 女性の方で最長のシーバス１匹を釣った個人 
そ の 他	  大会当日に起こった事故や怪我などについて大会運営者及び主催者、協力者は一切の責任を 
	 	 	 	 	 負わないこととします。 
                  船舶の航行及び釣り場等は各自、各艇の判断、責任のもと行うことと致します。 
                  ・危険物バース及び危険物搭載船、外航船、国際港指定岸壁等への 30ｍ以内は 
	 	 	 	 	 	 保安制限区域につき立ち入り禁止となっております。 

・鶴見航路及び川崎航路は巨大船舶の航行時、航路標識が Xになった場合 
	 全船航行禁止（全船停船すること）となります。 



・ 漁業調整規則、漁業者の指定する釣り禁止エリア 
	 （富津、大貫、馬堀の 海苔棚制限エリア内での釣りは失格となります） 

 
実施中止について 

	 	 	 	 	 おおむね大会当日の朝 5：00現在の本牧船舶通行所の風速が 10ｍを越える場合、その他 
	 	 	 	 	 主催者が大会実施を不可能と判断した場合は中止と致します。 

中止の場合は、当日の朝 6：00までに代表者へ連絡致します。 
 
申し込み	 参加希望者は、参加申込書に必要事項を記入の上、10月 27日（木）までに 
	 	 	 	 	 YCC事務局へ提出して下さい。(定員に達した時は、期日前に〆切になります) 
	 	 	 	 	 参加費（大会及びパーティー）は、当日朝受付にてお支払い下さい。 
	 	 	 	 	 申込後、当日不参加の場合でも参加費はお支払頂きます 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 横浜クルージングクラブ（YCC）事務局 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒231-0801	 横浜市中区新山下 3-6-19 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 045−624−2610	 	 FAX	 045−625−9338 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当	 遠藤正明（アイランドクルーズ FC）090-1120-1100 
 
======================================================================= 

2015	 9th	 横浜ボートフィッシング大会	 シーバストーナメント  
参加申込書  

 
大会開催要項に基づき参加致します。 

 
チーム名：	                                          代表者	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 連絡先	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
氏名  性別  年齢  住所  緊急連絡先  

JGFA 会員番号  
     

     

     

     

     

     

備考：要望、質問等ありましたらご記入下さい。  

 
一般参加艇は、参加申込書と船舶検査証のコピーを 10 月 27 日までに 
YCC事務局へ FAXして下さい。	 FAX	 045−625−9338 


