
第１回 BPF 王禅寺 Fisｈing-1 カップ 
 

【日程】 

2022 年 11 月 3 日（木・祝） 

 

【時間】 

6：00 ～ 13：00 

※集合時間  6：00（受付開始）～6：30（受付終了） 

 

【開催場所】 

Berry Park in FISHON!王禅寺 イチロー池（林側） 

 

【参加費】 

3,000 円 

 

【参加資格】 

・年齢性別は問いませんが、1 人で釣りが完結できる方 

・ランディングネット（ラバー）、リリーサー所有者 

・18 歳未満の場合は保護者の承諾証の提出をして頂ける方 

 

【参加人数】 

・60 名（応募多数の場合は抽選により確定） 

 

【受付方法】 

・参加者の受付については、WEB 受付と致します。 

・本人のみ受付可、参加者 18 歳未満は保護者の方により WEB 受付にて手続きをお願いします。 

・当日受付の方は受付表に氏名、電話番号の記入と当日事故等に関する免責の署名をして頂きます。 

（18 歳未満の場合は、予約フォームから予め承諾証 PDF をプリントアウトして頂き、事前に記入して当日持参してください。） 

 

【申し込み後の辞退、キャンセル】 

・WEB からの申し込みに関しては、ご本人宛に仮受付のメールが届きますので、そちらのメールよりキャンセル処理を行って頂きます。 

 

【エントリースケジュール】 

・ 10/20（木）   募集締め切り 

          ※この時点で定員（60 名）を超えた場合は無作為抽選により参加者を決定。 

 

・ 10/23（日）   HP、SNS にて参加者発表 

            ※参加当選者の辞退、キャンセルに関しては 10/26（水）までに必ずお客様にて必ず仮受付のメールよりキャンセル処理を行ってく

ださい。 

            ※参加落選者の方は自動的に補欠者となります。参加当選者に辞退者が出た場合は 10/27（火）に再抽選となります。 

             補欠辞退される方も 10/26（水）までに必ずお客様にて仮受付のメールよりキャンセル処理を行ってください。 



・ 10/27（木）   HP、SNS にて最終の参加者確定発表 

          ※前日までに辞退者が出た場合などは補欠者の中より繰り上がり抽選を行います。 

※繰り上がり当選者は HP、SNS にて参加者当選者の発表致します。 

※最終確定発表後のキャンセルは出来ません。 

 

【大会中止】 

・天候状況で開催が不可と判断される場合や、諸般の事情により開催が出来ないと判断される場合は 

中止をすることがありますので、ご了承をお願いします。 

 

【大会ルール（規定）】 

・受付遅刻は失格。 

・大会開催時間中は敗退後も利用可能。 

・参加者は大会専用ゼッケンを着用（閉会式時に回収）。 

・参加した選手の結果は 1 回戦から順次記録してモニターで開示します。 

・使用タックル数 4 セットまでとする。（ベイトタックル可） 

※但し、1 回戦、2 回戦、準決勝、決勝の間での入替は可能。 

・釣法はルアーによるものとする。 

・フェザーフック、フロントフック、長さ 1.8cm 以下、10cm 以上、7g 以上のルアーの使用禁止。 

・その他、使用可能ルアーは Berry Park in FISHON!王禅寺レギュレーションに准ずる。 

・匹数による勝敗とします。 

・1 回戦から準決勝までの同匹数の場合は早く釣り上げた選手の勝ち抜けとなります。 

※釣り上げた魚のカウントに関しては、携帯のストップウォッチ機能を活用し、魚を釣り上げたら用紙に記入する。 

・ネットインによる 1 カウント（ネットタッチの場合はノーカウント。目安として 2 秒以上のネットイン。） 

・外掛けの場合、エラから下のフッキングはノーカウントとする。 

・ネットインイン後審判が確認し、「OK」と発声した時点でカウントとします。（速やかに魚を丁寧にリリースして下さい。） 

※針外しはネット内で行いリリースの際はネットを水につけて魚が自力で泳ぎだすことを確認してカウントする。（空中から魚を落としたらペナルティーとして

ノーカウントとする。） 

注）上記の以外で不明点がある場合は、その場で審判に申し立て、審判は競技役員に速やかの申し伝えてください。 

・決勝で 1 位が同数の場合は 5 分早掛けサドンデスで決定致します。サドンデスでも決しない場合は早く釣った方の勝ちで決定します。（2 位以下の

順位決定は先に釣った者の上位とする）。 

・大会運営に逸脱される行為を注意された事に対する改善が見られない場合は、失格処分と致します。 

・失格処分となった場合の返金の対応は一切できません。 

・敗退が決定した方は、その時点から表彰式までは大会エリア外で自由に釣りをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【大会スケジュール】 

6：00 ～ 受付開始  （受付入口横にて受付。受付時に１回戦のグループ、釣り座のくじ引きを行う。） 

6：30  ～ 受付締切、開会式、大会説明 

7：00  ～ タックルチェック、準備 

7：10  ～ 1 回戦 A～E グループ対戦開始  （審判は F～J グループが担当） 

7：40  ～ 1 回戦 A～E グループ対戦終了  （A～E グループ審判用紙回収、集計） 

7：50  ～ 1 回戦 F～J グループ対戦開始  （審判は A～E グループが担当） 

8：20  ～ 1 回戦 F～J グループ終了     （F～J グループ審判用紙回収、集計） 

集計時間・グループ 1、2 釣り座決定（20 分） ※1 回戦匹数順に各グループで釣り座を選択。 

8：40  ～ 2 回戦 グループ 1 開始 （審判はグループ 2 が担当） 

9：20  ～ 2 回戦 グループ 1 終了 （グループ 1 審判用紙回収、集計） 

9：30  ～ 2 回戦 グループ 2 開始 （審判はグループ 1 が担当） 

9：50  ～ 2 回戦 グループ 2 終了 （グループ 2 審判用紙回収、集計） 

集計・抽選時間（20 分） ※2 回戦の釣り上げた匹数順でくじ引きを行い釣り座を決定。 

10：10 ～ 準決勝 1～8 前半開始 （審判は 9～16 が担当） 

10：25 ～ 準決勝 1～8 前半終了  

10：30 ～ 準決勝 9～16 前半開始 （審判は 1～8 が担当） 

10：45 ～ 準決勝 9～16 前半終了 （1～8 審判用紙回収、集計） 

10：50 ～ 準決勝 1～8 後半開始 （審判は 9～16 が担当、各組釣り座を前半戦より入れ替え） 

11：05 ～ 準決勝 1～8 後半終了 

11：10 ～ 準決勝 9～16 後半開始 （審判は 1～8 が担当、各組釣り座を前半戦より入れ替え） 

11：25 ～ 準決勝 9～16 後半終了（9～16 審判用紙回収、集計） 

集計時間・釣り座抽選時間（20 分） ※準決勝の釣果匹数順に釣り座を選択決定。 

11：45 ～ 決勝開始（審判は本部から 5 名が選手 2 名を担当） ※（スペシャルゲスト 2 名参加予定） 

12：15 ～ 決勝終了 

12：40 ～ 集計、表彰式 

13：00 ～ 記念撮影、終了 

閉会式特別イベント 

※1 回戦の A～J グループの各組の中でじゃんけんで代表者 1 名を選抜し、各グループ代表者じゃんけん大会を行い、勝ち残った組に景品を贈呈す

る。（グループで纏まって表彰式に参画して頂く。） 

※勝利グループ 6 名に 6 時間無料入場券を 1 枚ずつ贈呈。 

 

 


