
アユ部会支部名 月 日 募集数 釣  り  場 集合時間 集合場所 会 費 その他
20名 山梨県桂川支流葛野川 am 6:00 安藤おとり店前

20名 伊豆市狩野川 am 6:00 伊豆市雲金 旭水園

20名 長良川郡上地区 am 6:00 長良川郡上鮎パーク

15名 安曇川 am 6:00 船橋右岸広場

20名 奈良県 高見川 am 7:00 やん茶庵

36名 山口県 錦川 am 6:00 南桑駅橋の河川敷

24名 海部川 am 5:30 吉野橋河川敷

36名 山口県 錦川 am 6:00 南桑駅橋の河川敷

応募方法

グレ部会支部名 月 日 募集数 釣  り  場 集合時間 集合場所 会 費 その他
16名 須崎の沖磯 すさき丸（渡船） am 4:30 静岡県下田市 須崎港

24名 尾鷲の沖磯 大ちゃん（渡船） am 4:00 三重県尾鷲市 尾鷲港・天満浦

36名 尾鷲の沖磯 川端渡船（渡船） am 4:00 三重県尾鷲市 尾鷲港・川端渡船乗船場

18名 笠岡沖 円上島周辺 山河渡船・白兎丸(渡船) am 5:30 岡山県笠岡市 笠岡港 駐車場

24名 笠戸島周辺の磯 栄勇丸（渡船） am 5:00 山口県周南市大島 居守港

名 am

12名 大社町の沖磯 鷺浦渡船･小国屋(渡船) am 4:00 島根県出雲市大社町 鷺浦港

24名 錦江湾桜島一帯 天竜丸(渡船) am 4:00 鹿児島県鹿児島市住吉町 天龍丸乗船場

名 am

応募方法

※ 往復はがきに 住所・氏名・電話(携帯)を記入  返信ハガキ宛名へ住所・氏名を記入   締め切り・定員になり次第

山陰支部 6月6日 6000円
後藤 秀樹   〒689-3304  鳥取県西伯郡大山町平木273-1

九州支部 6月13日 4000円
山村 大志   〒891-0102  鹿児島市星ケ峯4-2-6

対馬支部 募集無し
閔 炳進(ミン) 
※ 往復はがきに 住所・氏名・電話(携帯)を記入  返信ハガキ宛名へ住所・氏名を記入   締め切り・定員になり次第

中国西支部 7月11日 6000円
星 裕二   〒747-0003  山口県防府市牟礼柳20-5

四国支部 支部推薦

関西支部 5月16日 8000円
西 勲         〒664-0004  兵庫県伊丹市東野4-1-9

中国東支部 6月27日 7000円
三洋汽船
フェリー
乗り場隣小山洋彰  〒710-0025  岡山県倉敷市倉敷ハイツ3714-6

関東支部 6月6日 6000円
井上 茂樹   〒351-0113 埼玉県和光市中央 1-3-3-202

中部支部 5月30日 7000円
生田 文彦   〒470-0311  愛知県豊田市芳友町中室199-2

四国支部 8月21日 3,000円
前浦芳久   〒770-8033 徳島市方上町中須賀 53-21

九州支部 8月8日 3,000円
安田 保     〒747-0232 山口市徳地伊賀地 2494-1

北原雅文   〒621-0827 京都府亀岡市篠町王子唐櫃越 1-256

大阪支部 7月4日 3,000円
高橋祐次   〒601-8205 京都市南区久世殿城町 225-46

中国支部 8月1日 3,000円
瀬田匡志   〒689-4527 鳥取県日野郡日野町安原466

2021年度フレッシュトーナメント参加者募集要項 （往復ハガキにて応募してください）

関東支部 8月22日 3,000円
海野博之   〒198-0023 東京都青梅市今井 2-872-5

東海支部 8月29日 3,000円
飯沼繁一   〒414-0053 静岡市伊東市萩 465-95

中部支部 8月8日 2,000円
桒原 誠   〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町 19

関西支部 8月22日 1,000円



かかりチヌ部会支部名 月 日 募集数 釣  り  場 集合時間 集合場所 会 費 その他
24名 静岡市清水区  清水釣船組合 am 未定  未定

24名 三重県南伊勢 内瀬釣りセンター am 4：30  内瀬釣りセンター駐車場

24名 三重県鳥羽市 浜辺屋筏 am 5：00  浜辺屋駐車場

未定 広島県江田島市 マルケン渡船 am 未定  マルケン渡船駐車場

24名 高知県浦ノ内湾  洋仁筏 am 4：30  深浦漁協駐車場

24名 熊本県天草市 釣一筏 am 5：00  釣一駐車場

24名 佐賀県唐津市 辰栄丸筏 am 4：30  辰栄丸駐車場

24名 石川県七尾市 かせ島田 am  4:00  かせ島田駐車場

応募方法

磯チヌ部会支部名 月 日 募集数 釣  り  場 集合時間 集合場所 会 費 その他
名 am

名 am

 am

名 am

名 am

名 am

名 am

名 am
山陰支部

四国支部 中止
折野史明   〒770-0867 徳島市新南福島2-5-26

九州支部

中国東支部 中止
岡崎秀信   〒701-4340 岡山県瀬戸内市牛窓町千手1088

中国西支部 中止
小松和伸   〒732-0819 広島市南区段原山崎1-9-3

中部支部 中止
田平 学     〒485-0821  愛知県小牧市本庄3176

関西支部 中止
山田富士   〒672-8081 兵庫県姫路市飾磨区高町2-15-4

北陸支部 8/22（日） 8,000円
那珂浩一  090-8238-6669

関東支部 中止
室田佳吾   〒353-0005 埼玉県志木市幸町2-4-36 202号

※ 電話・FAX・メールで申込み  締め切り ・ 定員になり次第

北九州支部 9/5(日) 8,000円
大石周一  090-7291-0314

南九州支部 7/18(日) 8,000円
田代俊樹  090-3189-4448

中国支部 8/1（日） 8,000円
安原幸市   Fax 086-428-7786

四国支部 6/6(日) 8,000円
山本孝義  090-5154-6400

中部支部 7/25(日)
8,000円

(弁当付き)橋爪佳則   jft centralip@yahoo.co.jp

関西支部 12/5（日）
8,000円

(弁当付き)長尾允泰  090-5119-1185

関東支部 6/25(金)
10,000円

(弁当付き)鈴木孝久   090-8158-8237

※ 2021年度JFTフレッシュトーナメント開催について        
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等が、発令された地域により大会を中止する場合があります。
参加前日の発熱、感染者との濃厚接触者となった場合は、その旨を支部長か担当者に連絡の上、欠席してください
また、大会会場の受付時など選手が集合する際は、必ずマスクを着用し密接を避けてください。

mailto:centralip@yahoo.co.jp

