第20回トラウトキング選手権大会地方予選
2020 サウリブカップ
IN 水戸南フィッシングエリア
開催日

2020年11月29日（日曜日）

開催場所

水戸南フィッシングエリア（茨城県水戸市）

受付時間

AM6：00～6：45

定員

75名

大会ルール

サウリブから販売のルアーのみ使用可能（コラボ商品は不可）
詳細は別紙記載

エントリー受付 サウリブHP内エントリーホーム 11月4日（水曜日）PM8:00開始
エントリーは先着順で定員を超えた場合は キャンセル待ちとなります
定員に満たない場合には、現地受付も可能です
参加費

2500円+釣り場1日券（大人男性4400円） 計6900円
当日 釣り場1日券を購入後大会本部受付で参加費をお支払い下さい
その際に釣り場1日券を拝見します

感染対策

トラウトキング選手権大会事務局作成の
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
をご確認の上 安全対策へのご協力をお願いいたします
必ずマスクを持参し試合中の選手以外は 着用をお願いします
受付時の体温測定にご協力ください
（３７．５℃以上の発熱がある方の入場はお断りいたします）
こまめな手洗い 手指の消毒を行って下さい
（消毒液は各所に設置 各自に配布します）
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レギュレーション
エントリー

・大会エントリーは定員どおりとします
・エントリーは先着順とします
・エントリーは サウリブホームページ内エントリーホームからお願いします
・エントリー開始は １１月4日(水曜日）PM8：00
・エントリーが定員に満たない場合は 当日現地受付も可能です
・エントリーした方は11月10日以降に発表しますエントリーリストを確認して下さい
（サウリブホームページ内に設置）名前の無い場合にはお手数でもサウリブホームページ内
コンタクト（お問い合わせ）からご連絡をお願いします

キャンセル

・キャンセルは大会前日PM12：00までにサウリブホームページ内コンタクト（お問い合わせ）
にてお名前記入の上キャンセルと記載下さい
・キャンセル待ちの方が当日お越しの場合 キャンセル待ちの順になります

当日受付

・AM6:00からAM6：45
時間までに受付をすましていない場合に到着しているキャンセル待ちの方に権利が移ります
・釣り場1日券を購入し大会本部受付で参加費をお支払い下さい
・受付前に検温 手指の消毒のご協力をお願いします
・参加費をお支払い後 予選釣り座抽選を行って下さい
・番号が5番を引いた方は 審判用紙をお願いします

大会使用ルアー

・サウリブ製品の現行販売されているルアーのみとします
〈1.6ｇ 1.9ｇ 2.3ｇ 2.7ｇ 3.4ｇ 075〉
シャース
シャースダウンサイジングモデル 〈1.3ｇ 1.5ｇ〉
〈0.7ｇ 1.1ｇ 1.5ｇ〉
マルカス
〈0.5ｇ 0.8ｇ 08改 1.0ｇ 1.2ｇ 1.5ｇ〉
リッティー
ジャクシー
・使用禁止ルアー
BW-twist グラチョビ
他社コラボ商品 〈ADBコラボ ディスプラウトコラボ〉
・ルアーの改造は禁止します ウエイトの貼り付け浮力を付ける塗装も禁止です
・ルアー1つにフックは1つで フロントフックは禁止にします
・リング フックの変更 自家塗装は認めます
・フックはシングルバーブレスでカラー針 UV処理をしてあるフックは使用禁止です

タックル

・持ち込み制限はございませんが 移動の多い大会ですので一度に持って移動できる
様にお願いします
・ロッド リール ラインの規制はありません
ネットはラバーネットで全長140センチまで 網の直径は60センチまでとします
・安全の為サングラスまたは眼鏡及び帽子を持参し着用して下さい

マナーと義務事項 ・選手は開会式 表彰式には必ず参加して下さい
・スコアー用紙に注意事項を記載してありますので 試合開始前に選手 審判は必ず
確認して下さい
・魚をフックからはずす際は 可能な限り魚に触れないようにして下さい
・大会中の飲酒は禁止です
・競技中 選手審判の喫煙は禁止です 休憩 待機時間であれば喫煙可能です
・競技中 観戦者などの方からのアシストは禁止です（助言 タックルに触れるなど）
・大会中のレギュレーション違反の疑いを発見した場合には 選手間で話し合わず
大会スタッフまでご連絡下さい
・大会中に起きたケガや事故 盗難等は主催者は関与しません 当事者で解決して下さい
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大会ルール
カウント判定

・カウント基準は ネットのフレームを通過した時点で1匹と判定します
・スレ掛かりはカウントしません ただしフックがエラよりも前に掛かっていれば
アタックしたとみなしカウント1匹とします
・ネットイン前 後であっても陸に付けてしまった場合にはカウントにしません
・選手はヒットコールをし 審判は上記条件を確認後「OK」と選手に伝えて下さい
・ネット内で魚を回したり 魚を弱らせる行為は禁止です
・時間内に掛けた魚は 終了のコール後でもネットにインすればカウント1匹とします

大会方法 予選

・受付での抽選用紙に グループ 番号 最初の釣り座が記載してあります
開会式終了後速やかに釣り座に移動し スコア用紙に必要事項の記入をして下さい
・5人が1グループとなり そのグループの中で総当たり戦を行い結果によるポイントで
上位2名を2回戦進出者と決めます
・1つの対戦時間は10分2ローテで行います
・釣座はスコア用紙に記載の通りグループごとにレッドエリア ブルーエリア
イエローエリアの3エリアを移動しながら対戦していきます
・1対戦のポイントは 勝者3P 敗者0P 引き分け1P 但し0対0の引き分けは0Pとします
・順位の決定は ポイントの多い者を上位とし2位までの2名が2回戦に進みます
・ポイント同数により2名が決まらない場合は 次の順序により決定します
1、直接対決での勝者 2、総匹数の多い方 3、ジャンケンでの勝者
・2回戦は予選結果1位と2位で釣り座が分かれますので 必ず順位を決めて下さい
・2回戦審判は予選最下位の方にお願いします 該当者が複数の場合には
上記順位の決定で決めて下さい
・2回戦審判になった方は スコア用紙をまとめ大会本部に提出して下さい

2回戦

・1対1の対戦で匹数の多い方が勝者となり準決勝進出と決めます
・対戦時間は15分2ローテで行います
・敗者の方は準決勝の審判をお願いします
2回戦スコア用紙を持って大会本部に来てください
・勝者が決しない場合時間を止めず早く１匹を釣った方が勝者 最長延長時間５分
それでも決まらない場合はジャンケンになります

準決勝

・3名1グループの対戦で匹数の多い1名が勝者となり決勝進出と決めます
・対戦時間は10分3ローテで行います
・最下位の方は決勝の審判をお願いします
準決勝スコア用紙を持って大会本部に来てください
・勝者が決しない場合時間を止めず早く１匹を釣った方が勝者 最長延長時間５分
それでも決まらない場合はジャンケンになります

決勝

・該当者が全員で対戦 匹数の多い方から 優勝 準優勝 3位を決めます
・対戦時間は20分2ローテ 釣り座は入場順番をくじで引き前半は1番から後半は
逆の順番で入場します
・優勝 準優勝 3位の順位が決まらない場合は時間無制限サドンデスマッチを行います
・サドンデスマッチのルールは主催者に帰属します

2020 サウリブカップ IN水戸南フィッシングエリア 大会優勝者 準優勝者 3位の方には
トラウトキング選手権大会エキスパートシリーズ戦出場資格を付与致します
※大会参加人数や状況によって大会方式が変更される場合がございます
※大会中の状況に応じたレギュレーションの変更は主催者に帰属し
規則に関する苦情は一切受け付けないこととします
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タイムスケジュール
受付

6：00～6：45

開会式

7：00～
釣座移動

予選1回戦

前半
後半

7：30～7：40
7：41～7：51

予選2回戦

前半
後半

7：54～8：04
8：05～8：15

予選3回戦

前半
後半

8：35～8：45
8：46～8：56

予選4回戦

前半
後半

8：59～9：09
9：10～9：20

予選5回戦

前半
後半

9：50～10：00
10：01～10：11

予選6回戦

前半
後半

10：14～10：24
10：25～10：35

予選7回戦

前半
後半

10：45～10：55
10：56～11：06

予選8回戦

前半
後半

11：09～11：19
11：20～11：30

予選9回戦

前半
後半

11：40～11：50
11：51～12：01

予選10回戦

前半
後半

12：04～12：14
12：15～12：25

前半

13：10～13：25

後半

13：27～13：42

1ローテ目

14：00～14：10

2ローテ目

14：12～14：22

3ローテ目

14：24～14：34

釣座移動

釣座移動 放流

釣座移動

釣座移動

お昼休憩
第2回戦

釣座移動・準決勝準備
準決勝線

釣座移動・決勝準備・くじ引き・入場
決勝戦

前半

15：00～20
退場・入場

後半
表彰式・閉会式

15：30～15：50

