【THE SALMON KING 201９】第８回利尻島サケ釣り大会・大会要項
１．主

催

利尻島サケ釣り実行委員会（実行委員長：工 藤
※事務局：利尻富士町鴛泊字富士野６

（TEL0163-82-1114
２．協

賛

0163-82-1373

明 夫）

利尻富士町観光協会事務局内
E-mail：kanko@town.rishirifuji.hokkaido.jp）

町内町外各種企業・メーカー等、ハートランドフェリー㈱、北海道エアシステム
※協賛企業等については当日会場内で掲示致します。

３．日

程

１０月

５日（土） 受

付

交流会
１０月

６日（日） 競

８：３０～１６：３０ （フェリーターミナル観光案内所）
１８：００～

（総合促進交流施設「北のしーま」）

技

５：３０～１３：００ （各会場）

港清掃

１３：００～１３：３０ （各会場）

表彰式

１４：００～

（鬼脇蓄養施設）

５．会

場

①雄忠志内漁港 ②旭浜漁港 ③鬼脇漁港 ※以上の３か所の漁港内に限る。
（予備会場：南浜漁港）
※港内であっても、テトラなどの立入禁止区域や危険区域、一般的に釣りが困難である場所は除く

６．対

象

島内外問わず、中学校１年生以上（ただしファミリーの部で一緒の場合は小学校以上とする）

７．申込区分と参加費
区

分

対

象

参

加

費

①

アダルト（個人男性）

中学１年以上の男性

3，0００円（中高生２，０００円）

②

レディース（個人女性）

中学１年以上の女性

3，0００円（中高生２，０００円）

チーム

③

（団体）

ファミリー

④

（団体）

８．競技方法
９．表

個人の部（①又は②）参加者（※必須） ★登録料（1 チーム３名の登録）
の１チーム３人で構成（男女混合可）
１チーム
３，０００円
※個人の部申込後も登録可能
（チームの部のみの参加及びファミリー
（事前にお知らせ下さい）
の部との併用参加は出来ません）
親（１名）と子（１人～２人まで） ★登録料（２名又は３名の登録）
１ファミリー ３，０００円
で構成。（計３名まで登録可能）
※子供は小学生から参加可能
（チームの部との併用参加は出来ません）

決められた時間内、場所で釣った「サケ」のみを対象とする。

彰
表彰区分

賞金・賞品内容

詳

細

サーモンキング賞

賞金５万円と副賞（個人の部参加の方対象）

最も重いサケを釣った人

マックスサーモン賞

賞金３万円と副賞（個人の部参加の方対象）

個人で最も本数の多い人

１位賞金１万円と副賞、２位賞金５千円と副賞

男性で一番重いサケ１匹

アダルト（個人男性）

３位賞金３千円と副賞、４位・５位は賞品

レディース（個人女性）
ファミリー（団体）
チーム（団体）

〃
１位賞金１万円と副賞、２位賞金５千円と副賞

女性で一番重いサケ１匹
チーム全体の本数

３位賞金３千円と副賞
１位賞金３万円と副賞、２位賞金２万円と副賞、 チーム全体の本数
３位賞金１万円と副賞

※サーモンキング受賞者は、区分別の部門賞は対象となりません。
10．交 流 会 １０月

５日（土）1８時より総合交流促進施設「北のしーま」（鬼脇字鬼脇）にて、交流会を

行います。参加費は無料。軽食・フリードリンクの提供や各企業協賛による賞品が当たるビンゴ
ゲーム等も行いますので、ぜひご参加ください。（大会参加者以外の方は会費 1,500 円）
又、交流会参加者の無料送迎バスも運行しますので、乗車希望の方は別添資料をご参照下さい。

11．大会定員

１５０名（申込期日前でも定員に達した場合は締め切ります。）※昨年度は１４０名参加

12．参 加 賞

全員に大会記念参加賞を差し上げます。

13．申込方法 （１）申込期間 ９月１１日（水）～９月３０日（月）※当日も含めてこれ以降の受付は致しません。
（２）申込方法

①所定の申込書に必要事項を記入の上、参加費（※１）を添えて、下記の場所のいずれかに
お申し込み下さい。

（※１）事前に参加費を納入された方は下記「１４．大会受付」のとおり、参加者証及び参加賞を配布
致しますので、必ず観光案内所窓口へお越し下さい。（団体の部で参加の方は代表者でも可）
１．鴛泊港フェリーターミナル（海の駅おしどまり）観光案内所（９時～１７時）
２．利尻富士町役場１Ｆ・産業振興課商工観光係（９時～１７時、土日祝日休）
３．利尻富士町鬼脇支所（９時～１７時、土日祝日休）
４．ファミリーマートはたけやま（鬼脇）１０時～１７時
②ＦＡＸ又は郵送にて申込書を以下（大会事務局）へ提出してください。
【提出先】 利尻富士町観光協会事務局（利尻島サケ釣り大会実行委員会事務局）
〒097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６
ＴＥＬ 0163-82-1114

14．大会受付

ＦＡＸ 0163-82-1373

以下日程（大会前日）で参加費の受付（島外申込の方）及び参加者証・参加賞の配布（島
内申込者含む）を行いますので、必ず大会前に大会受付をお済ませください。
日

時：令和元年１０月

５日（土）

８：３０～１６：３０

場

所：鴛泊港フェリーターミナル（海の駅おしどまり）観光案内所窓口
※事前に大会受付ができない方については、必ず事務局までご連絡願います。

15．そ の 他

①

大会参加費には、保険料（期間・指定時間内有効）が含まれます。ケガ・事故などの場合、加入保険の
範囲内での補償となりますので、保険内容を確認して下さい。

②

釣り中は、自己の責任において、ケガ、事故、トラブルなどないようご注意ください。

③

大会期間中であっても「港内及び釣り場所の浜」は、『釣り人及び大会参加者優先』ではありません。
マナーを守って釣りを行って下さい。

④

港内を使用するに当たって、絶対に漁業関係者の作業の妨げになったりしないようにご注意下さい。特
に朝の漁船からの荷作業中は付近の釣りを中断して下さい。また、港にある漁具等は絶対に使用しない
ようにお願いします。

⑤

安全のため、救命胴衣（ライフジャケット）の着用を義務としますので、必ずご自身でご用意願います。
（※ご自身で用意できない場合は、実行委員会にて貸出し致しますが、数量に限りがあります。）

⑤

釣りは、餌釣り（ぶっこみ、浮き）ルアー、フライとします。浮き釣り、ぶっこみ、ルアーの混在での
釣りを認めますので、各自節度ある釣りマナーを心がけて下さい。最後の吊り上げについては捕獲ネッ
ト使用可とします。

⑥

釣った魚については、各自責任を持って処理願います。釣り場所や、前浜への放棄等は絶対にしないで
下さい。ゴミは持ち帰るか、所定の場所（ある場合）にお願いします。

⑦

一度申込み頂いた参加費は原則としてお返し出来ません。

⑧

トイレ等についても近くにある公共のトイレ以外ではしないで下さい。

⑨

実行委員会より、各場所（港）に巡回係をおきます。緊急の場合などは係員の指示に従って下さい。
（救
命胴衣の貸与を申し出て下さい）

⑩

釣り場での車の駐車は「自己管理」です。漁業関係者、浜の使用者の迷惑にならないように、節度ある
駐車をお願致します。（昆布干し場＝砂利には絶対に侵入禁止です）

⑪

雨天でも決行しますが、視界を遮る大雨や、安全を確保できない暴風、大幅な時化などの時は中止、ま
たは一時見合わせと致します。また、港内、その近辺において、緊急事態が発生した時なども急に中断・
中止とする場合もありますので、予めご了承ください。

⑫

受付時にお渡しする「参加者証」を、見えるところに必ず付けて競技に参加して下さい。

★申込み締め切り

令和元年

９月３０日（月）

申込書をＦＡＸか郵送で送付するか、
「鴛泊港フェリーターミナル（海の駅おしどまり）内観光案
内所」
「利尻富士町役場産業振興課」
「利尻富士町鬼脇支所」
「ファミリーマートはたけやま」のい
ずれかへ直接提出して下さい。（※直接提出される場合は参加費についても納入願います。）
※問合せ先（大会事務局：利尻富士町役場産業振興課商工観光係）
℡：０１６３―８２―１１１４

Fax：０１６３―８２―１３７３

【ハーバークリーン（漁港清掃活動）参加のお願い】
６日（日）のサケ釣り大会終了後（１３：００）より３０分、ハーバークリーン（港清掃）を実
施します。各自釣った場所の漁港で、実行委員がゴミ袋を持っていますので、ご協力ください。

【宿泊施設・レンタカー・レンタバイク等】
宿泊施設とレンタカー等については、別添参考資料をご参照のうえ各自で手配されるか、利尻
富士町観光案内所（TEL 0163-82-2201）までお問合せ下さい。

【利尻島までの主要交通アクセス】
◎フェリー（ハートランドフェリー）
（往路）①稚内港
6：40 発 － 利尻島（鴛泊港） 8：20 着
②稚内港
7：30 発 － 利尻島（鴛泊港） 9：10 着
（③稚内港 11：00 発 － 利尻島（鴛泊港）14：10 着）※礼文島（香深港）経由便
④稚内港 14：30 発 － 利尻島（鴛泊港）16：10 着
（復路）①利尻島（鴛泊港） 8：50 発 － 稚内港 10：30 着
②利尻島（鴛泊港） 12：05 発 － 稚内港 13：45 着
（③利尻島（鴛泊港） 14：35 発 － 稚内港 17：45 着）※礼文島（香深港）経由便
④利尻島（鴛泊港） 16：40 発 － 稚内港 18：20 着
※礼文島（香深港）⇔ 利尻島（鴛泊港）航路も就航（下記へお問合せ下さい。）
※ご予約・お問合せ先 ハートランドフェリー㈱稚内支店（TEL 0162-23-3780）
（ホームページ）http://www.heartlandferry.jp/

◎飛行機（ＪＡＬ）
（往路）札幌丘珠空港 14：10 発 － 利尻空港
15：05 着
（復路）利尻空港
15：35 発 － 札幌丘珠空港 16：30 着
※ご予約・お問合せ先 ＪＡＬ国内線専用ダイヤル（TEL 0570-025-071）
（ホームページ）https://www.jal.co.jp/

【大会のお知らせについて】
大会のお知らせはＦａｃｅｂｏｏｋを通してお知らせいたします。
アカウント名：利尻島サケ釣り大会実行委員会（ＱＲコード参照）

利尻島サケ釣り大会 ～THE ＳＡＬＭＯＮ ＫＩＮＧ～ 基本ルール
1． 大会は以下の各部門による
●アダルト部門（中学生以上の男性個人登録者）
●レディース部門（中学生以上の⼥性個人登録者）
●チーム部門（中学生以上の３人⼀組の編成で男⼥混合登録可、ただし男⼥それぞれ個人登録をしたもので編
成のこと。）
●ファミリー部門（親及び小学生以上の子供で３人までの編成※２人編成でも可、親は個人登録をしたもの）
2． ⼊賞者は以下により決定する
●サーモンキング賞
アダルト、レディース登録の全参加者の中で最重量の鮭を釣り上げたものを賞する。賞は賞金と副賞
●マックスサーモン賞
アダルト、レディース登録の全参加者の中で最も鮭の本数を釣り上げたもの。ただし、同本数があった場合
は同本数者の中で最も重い鮭を釣ったものを賞する。賞は賞金と副賞
●アダルト部門（個人男性：１位〜５位）
キング対象者を除くアダルト登録者の中から上位５名で最重量の鮭を釣ったものを順に賞する。賞は、１位
〜３位は賞金と副賞、４、５位は副賞
●レディース部門（個人女性：１位〜５位）
キング対象者を除くレディース登録者の中から上位５名で最重量の鮭を釣ったものを順に賞する。賞は、１
位〜３位は賞金と副賞、４、５位は副賞
●チーム部門（１位〜３位）
登録をしているチーム３人合計で最本数を釣り上げた上位３チームを賞する。ただし、同本数の場合はチー
ムのうちで最も重い鮭を釣ったチームを上位とする。この場合、チーム内の誰が釣った鮭でも良い。賞は１
位〜３位は賞金と副賞
●ファミリー部門（１位〜３位）
登録をしているファミリーで２人ないし３人の合計が最本数のファミリー上位３ファミリーを賞する。ただ
し、同本数の場合はファミリー内で最も重い鮭を釣ったチファミリーを上位とする。この場合、ファミリー
内の誰が釣った鮭でも良い。賞は１位〜３位は賞金と副賞
3． 使用する釣具等
●使用する釣具（ロッド、リール、ライン、仕掛け等）については特に規定しない。ただし、タモで直接鮭を
すくう事やギャング針での引っかけ等、鮭の捕獲に禁止されているものは絶対にしてはならない。また、ス
レ掛りは対象外とする。
4． 釣りの仕方
●浮きフカセ、ルアー、ミノー、ぶっこみ、フライ等、いずれもＯＫで使用場所を限定せず混在を認める。掛
かった鮭をタモ⼊れする場合は本人以外でも可とする。ただし、タモ⼊れのみであって、かかった鮭を釣り
上げる行為は本人でなければならない。
5． その他
●大会開始１５分前までに各釣り場の検量所前に集合し注意事項等を順守の上、その場より⼀⻫スタートとす
る。前もっての場所取りは認めない。この際、各自の釣り具、荷物等は各自で釣り場所へ運ぶ事。

大会参加者への注意事項（連絡事項）

大会期間中であっても「港内及び釣り場所の浜」は「釣り人及び大会参加者優先」では
ありません。マナーと守って釣りを行ってください。
港内を使用するにあたって絶対に漁業関係者の作業の妨げになったりしないようにご注
意ください。
特に朝の漁船からの荷作業中は付近の釣りを中断してください。

【以下については、必ず遵守願います！】
①車の駐車には注意して下さい。漁業関係者、工事関係者の邪魔にならないように
して下さい。
②ゴミは必ず持ちかえるか、事務局にあるゴミ箱へ入れて下さい。絶対に放置しない事！
③港内の私有物は絶対に使用しないでください。
④トイレは指定の場所でお願いします。
⑤会場指定個所以外では絶対に釣らないでください。事務局前に会場案内図を設置
していますので確認して下さい。
⑥釣り場を移動する時は、釣った魚は必ず釣った会場で検量してから移動して下さい。
⑦怪我、事故等発生した場合は、速やかに各釣り場の実行委員スタッフへ連絡願います。

大会競技用の会場は雄忠志内漁港、旭浜漁港、鬼脇漁港の
３ヶ所に限ります。（※注：南浜漁港は予備会場です。）

鬼脇漁港（競技用会場②）
鬼脇市街地の信号を左折した先

南浜漁港（※予備会場）
南浜湿原向かいの海へ続く道を進んだ先

雄忠志内漁港（競技用会場①）
野塚展望台を過ぎ、屋根つきの坂を下った先

旭浜漁港（競技用会場②）
旭浜ふ化場付近。見逃しやすいので注意

第８回

利尻島サケ釣り大会「交流会」のお知らせ

下記のとおり、大会前日に利尻島サケ釣り大会交流会を開催致します。
参加ご希望の方は大会申込書により、ご参加の有無を明記願います。
又、無料送迎バスも運行致しますので、ご利用希望の方は裏面を参照下さい。
記

【第８回

利尻島サケ釣り大会

日

時：１０月５日（土）１８：００～

場

所：総合交流促進施設

交流会】

北のしーま（鬼脇字鬼脇）

参加費：無料（参加者のみ）
※大会参加者以外のご出席（ご家族等）については、参加費としてお１人様
１，５００円を徴収致しますので、予めご了承ください。
（交流会会場 案内図）

※鬼脇会場本部及び表彰式会場

鬼脇漁港

交流会会場
（総合交流促進施設「北のしーま」

第８回

利尻島サケ釣り大会「交流会」参加者専用
無料送迎バスの運行について

「無料送迎バス」を運行致しますので、ご利用される方は以下のとおり
所定の乗車場所へご参集願います。（鴛泊地区→交流会会場（鬼脇）へ）
（乗車場所①

（乗車場所②

総合交流促進施設りぷら前（※往路 17：15 発）

鴛泊港フェリーターミナル前（※往路 17：20 発）

【往路】乗車場所① 17：15 発 → 乗車場所② 17：20 発 → 交流会会場 17：50 着
【復路】交流会会場発 20：00（予定）→ ② → ①の順にて降車

