
所要

時間

5:00 ～ 6:00 1:00

6:30 ～ 7:00 0:30

7:00 ～ 7:15 0:15

左釣座 右釣座

ペア2A vs ペア3A（審判ペア1） ペア4A vs ペア6A（審判ペア5） 7:15 ～ 7:20 0:05

ペア2B vs ペア3B（審判ペア1） ペア4B vs ペア6B（審判ペア5） 7:20 ～ 7:25 0:05

7:25 ～ 7:26 0:01

ペア3A vs ペア2A（審判ペア1） ペア6A vs ペア4A（審判ペア5） 7:26 ～ 7:31 0:05

ペア3B vs ペア2B（審判ペア1） ペア6B vs ペア4B（審判ペア5） 7:31 ～ 7:36 0:05

7:36 ～ 7:41 0:05

ペア1A vs ペア2A（審判ペア3） ペア4A vs ペア5A（審判ペア6） 7:41 ～ 7:46 0:05

ペア1B vs ペア2B（審判ペア3） ペア4B vs ペア5B（審判ペア6） 7:46 ～ 7:51 0:05

7:51 ～ 7:52 0:01

ペア2A vs ペア1A（審判ペア3） ペア5A vs ペア4A（審判ペア6） 7:52 ～ 7:57 0:05

ペア2B vs ペア1B（審判ペア3） ペア5B vs ペア4B（審判ペア6） 7:57 ～ 8:02 0:05

8:02 ～ 8:07 0:05

ペア3A vs ペア5A（審判ペア1） ペア2A vs ペア6A（審判ペア4） 8:07 ～ 8:12 0:05

ペア3B vs ペア5B（審判ペア1） ペア2B vs ペア6B（審判ペア4） 8:12 ～ 8:17 0:05

8:17 ～ 8:18 0:01

ペア5A vs ペア3A（審判ペア1） ペア6A vs ペア2A（審判ペア4） 8:18 ～ 8:23 0:05

ペア5B vs ペア3B（審判ペア1） ペア6B vs ペア2B（審判ペア4） 8:23 ～ 8:28 0:05

8:28 ～ 8:43 0:15

ペア1A vs ペア5A（審判ペア2） ペア3A vs ペア4A（審判ペア6） 8:43 ～ 8:48 0:05

ペア1B vs ペア5B（審判ペア2） ペア3B vs ペア4B（審判ペア6） 8:48 ～ 8:53 0:05

8:53 ～ 8:54 0:01

ペア5A vs ペア1A（審判ペア2） ペア4A vs ペア3A（審判ペア6） 8:54 ～ 8:59 0:05

ペア5B vs ペア1B（審判ペア2） ペア4B vs ペア3B（審判ペア6） 8:59 ～ 9:04 0:05

9:04 ～ 9:09 0:05

ペア3A vs ペア6A（審判ペア2） ペア1A vs ペア4A（審判ペア5） 9:09 ～ 9:14 0:05

ペア3B vs ペア6B（審判ペア2） ペア1B vs ペア4B（審判ペア5） 9:14 ～ 9:19 0:05

9:19 ～ 9:20 0:01

ペア6A vs ペア3A（審判ペア2） ペア4A vs ペア1A（審判ペア5） 9:20 ～ 9:25 0:05

ペア6B vs ペア3B（審判ペア2） ペア4B vs ペア1B（審判ペア5） 9:25 ～ 9:30 0:05

9:30 ～ 9:45 0:15

ペア1A vs ペア6A（審判ペア3） ペア2A vs ペア5A（審判ペア4） 9:45 ～ 9:50 0:05

ペア1B vs ペア6B（審判ペア3） ペア2B vs ペア5B（審判ペア4） 9:50 ～ 9:55 0:05

9:55 ～ 9:56 0:01

ペア6A vs ペア1A（審判ペア3） ペア5A vs ペア2A（審判ペア4） 9:56 ～ 10:01 0:05

ペア6B vs ペア1B（審判ペア3） ペア5B vs ペア2B（審判ペア4） 10:01 ～ 10:06 0:05

10:06 ～ 10:11 0:05

ペア5A vs ペア6A（審判ペア2） ペア1A vs ペア3A（審判ペア4） 10:11 ～ 10:16 0:05

ペア5B vs ペア6B（審判ペア2） ペア1B vs ペア3B（審判ペア4） 10:16 ～ 10:21 0:05

10:21 ～ 10:22 0:01

ペア6A vs ペア5A（審判ペア2） ペア3A vs ペア1A（審判ペア4） 10:22 ～ 10:27 0:05

ペア6B vs ペア5B（審判ペア2） ペア3B  vs ペア1B（審判ペア4） 10:27 ～ 10:32 0:05

10:32 ～ 10:37 0:05

ペア2A vs ペア4A（審判ペア3） 10:37 ～ 10:42 0:05

ペア2B vs ペア4B（審判ペア3） 10:42 ～ 10:47 0:05

対戦相手とローテーション 10:47 ～ 10:48 0:01

ペア4A vs ペア2A（審判ペア3） 10:48 ～ 10:53 0:05

ペア4B vs ペア2B（審判ペア3） 10:53 ～ 10:58 0:05

10:58 ～ 11:03 0:05

11:03 ～ 11:33 0:30

11:33 12:03 0:30

12:03 ～ 12:23 0:20

スプーン戦 12:23 ～ 12:31 0:08

スプーン以外のプラグ戦 12:31 ～ 12:39 0:08

12:39 ～ 12:42 0:03

スプーン戦 12:42 ～ 12:50 0:08

スプーン以外のプラグ戦 12:50 ～ 12:58 0:08

12:58 ～ 13:01 0:03

スプーン戦 13:01 ～ 13:09 0:08

スプーン以外のプラグ戦 13:09 ～ 13:17 0:08

13:17 ～ 13:27 0:10

13:27 ～ 13:37 0:10

13:37 ～ 13:47 0:10

13:47 ～ 13:57 0:10

13:57 ～ 14:07 0:10

14:07 ～ 14:17 0:10

14:17 ～ 14:27 0:10

14:27 ～ 14:37 0:10

14:37 ～ 14:47 0:10

14:47 ～ 14:57 0:10

14:57 ～ 15:27 0:30

予定

休憩

抽選→選手案内→入場

※タイムスケジュールは当日の進行により変更になる可能性がございます。

※スプーン以外のプラグ担当とは（ミノー、クランク、バイブレーション(プラ&メタル)等）を指します。

※表記されている釣座の位置はポンドを正面にしての配置とします。

後半

スプーン戦

スプーン以外のプラグ戦

サドンデス （本部の指示に従いサドンデス）

休憩

表彰式

決勝戦 スペシャリストペアマッチ

【前半20分：スプーン担当10分/スプーン以外のプラグ担当10分】

抽選番号順に好きな釣座を選択し試合開始、その後は空いている釣座で

あればいつでも移動可能とします。

【後半20分：スプーン担当10分/スプーン以外のプラグ担当10分】

後半は抽選番号の逆順で釣座を選択し試合開始、その後は空いている釣

座であればいつでも移動可能とします。

前後半の総匹数で順位を確定、3位までを表彰、優勝と準優勝ペア2名を

エキスパート進出とします。

前半

スプーン戦

スプーン以外のプラグ戦

後半の釣座決め（前半の逆順で釣座を確定）

6～8試合の集計表及びブロック集計表の回収と集計・昼休憩

【予選ブロック内3位による敗者復活戦】

準決勝の勝ち上がりペア数が３の倍数でない場合のみ発生、１～２ペアを準決勝進出とします。3位のペア2名の一斉早掛けにて勝敗を確定します。

抽選→選手案内→入場

準決勝 スペシャリストペアマッチ

（３ペア一斉戦2ローテ/上位1ペアが決勝進出/最下位ペアは決勝にて審判）

【1試合16分（スプーン担当8分/スプーン以外のプラグ担当（ミノー、クランク、バイ

ブレーション(プラ&メタル)等）8分×3試合】

スプーン担当とスプーン以外のプラグ担当（ミノー、クランク、バイブレーション(プラ&メ

タル)等）と、ルアー縛りで戦います。最初にスプーン担当、その後スプーン以外のプ

ラグ担当で合計16分の釣り、ローテーションで3釣座を回り、総釣果で勝敗を確定

します。試合をしていないメンバーは対戦中のメンバーのサポートができます。

※最下位のペアには決勝進出ペアの審判をお願いいたします。

（サドンデスについて）

1位ペアが複数の場合はペア2名同時で早掛けのサドンデスを行い順位を確定す

る。

第１試合 A対B対C

ローテーション　左ずれ

第２試合 B対C対A

ローテーション　左ずれ

第３試合 C対A対B

サドンデス（オフィシャルスタッフの指示に従いサドンデス）

※場所はじゃんけんで確定

第7試合のペア　釣座にて準備

第7試合 対戦相手とローテーション

第8試合のペア　釣座にて準備

第8試合

対戦相手とローテーション

第2試合のペア　釣座にて準備

第２試合 対戦相手とローテーション

第3試合のペア　釣座にて準備

第3試合 対戦相手とローテーション

タイムスケジュール（ペアシリーズ）

受付

開会式

選手入場

予選 ペアリレーマッチ

（6ペアの総当たり戦/上位２ペアが準決勝進出/下位2ペアが準決勝にて審

判）

参加ペアを朝の受付順に振り分け、6ペアの総当たり戦を行います。全試合の結果

を【勝ち：3点、引き分け：1点、負け：0点】で合算し、勝ち点1位と2位のペアが

準決勝に進出します。パートナーと5分ずつ釣りをし（前半10分）、対戦相手と釣

座交換、さらにパートナーと5分ずつ釣りを行い（後半10分）、総釣果で勝敗を確

定します。（1試合のペア内の釣り順は前半と後半を同じとます。試合ごとの入れ替

えはOKとします。）

試合中はパートナーへのアドバイスやルアー交換などのサポートができます。

※当日の参加人数により総当たりのペア数を変更する可能性があります。

※下位の２ペアは準決勝進出2ペアの審判をお願いいたします。下位チームが２ペ

ア以上の場合はじゃんけんで決めてください。

（サドンデスについて）

勝ち点が同じの場合はペア2名同時で早掛けのサドンデスを行い、最初の1匹を釣っ

たペアが勝ちとする。

※1位と2位が同点数の場合はサドンデスを行わない。勝ち上がりの2ペアが確定で

きない場合のみサドンデスとする。

第１試合

第4試合のペア　釣座にて準備・１～３試合の集計表回収・放流

第4試合 対戦相手とローテーション

第5試合のペア　釣座にて準備

サドンデス　※場所はじゃんけんで確定

第5試合 対戦相手とローテーション

第6試合のペア　釣座にて準備・4～5試合の集計表回収・放流

第6試合 対戦相手とローテーション


