ＭＦＧ東北 親善海釣り大会（青森大会）
(大会本部：青森県北津軽郡中泊町下前ライオン岩公園駐車場)
主

催：ＭＧＦ東北（マルキューファングループ）

大会趣旨：本大会は、会員の皆さんと一般の参加者が大会を通じて交流を深めて
頂くとともに、各自が釣り場の海浜清掃を行い、釣り場環境の保全に
対しその重要性を再認識して頂くことを目的にしています。
日

時：２０２２年 7 月 24 日（日） 荒天中止

○大会本部：〒037-0538 青森県北津軽郡中泊町小泊下前 271
下前ライオン岩公園駐車場
○受付時間：午前３時 3０分～午前４時 3０分
○釣場移動：各自で受付終了後、各釣り場に移動し検量時間までに大会本部に
戻って頂きます。
○検量時間：午後１時００分～午後２時００分（時間厳守でお願いいたします）
○海浜清掃：検量を終了された方より、スタッフの案内で随時清掃をお願いい
たします。
○表 彰 式 ：午後２時３０分～
実施場所：津軽半島一帯の釣り場（沖磯・サーフ・地磯・堤防）
○釣り場は、大会に参加される皆さんで安全を最優先に決めて頂きます。
○立ち入り禁止の場所での釣りは禁止とします。
○ゴムボート等での沖磯・離岸堤へ渡っての釣りは禁止とさせていただきます。
○コマセ禁止エリアでの釣行は禁止とします。(禁止エリア図参照)
○渡船店利用の場合は、各自事前に予約・確認をお願いします。
橋本渡船（0173-64-2136）
※小型船のため、定員も少なく海況によっては出船できないこともあります。
〇フローティングベストおよびスパイクブーツの着用をお願いいたします。
参 加 費：ＭＦＧ会員 ２,０００円 （運営費・賞品代を含む）
○一般参加者は、３,０００円となります。
（当日入会の方は、会員と同額となります）
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○寄せエサ、付けエサ、昼食等は、大会に参加される皆様で用意して頂きます。

競技規定：検量による個人戦で競います。
○釣り方は自由
○付けエサ：オキアミ・アミエビ・練エサ・くわせダンゴ等のマルキユー製品
に限ります。
○撒きエサ：配合エサは、マルキユー製品に限ります。
〇キャップ等もマルキユーまたはＭＦＧ商品をご使用ください。
○検量規定：クロダイ３０ｃｍ以上、メジナ２５ｃｍ以上の合計３尾の総重量
で順位を決定します。
○同重量の場合は、1 尾重量により順位を決定します。
○マダイ賞 30 ㎝以上の１尾長寸により決定します。
表彰規定：次に各賞を示します。
○優勝・準優勝・３位の各賞ほか、レディース賞・特別賞を用意しております。
○その他、大会当日に盛り沢山のお楽しみを用意しております。
※釣果はビックワンコンテストへの応募も受け付けます。その場合は下記の規定
に従ってお申し込みください。

https://marukyufangroup.com/big1/
そ の 他：大会開催は前々日 7 月 22 日（金）に決定いたします。
フェイスブックをご利用の方には、フェイスブックページ＜北国九ち
ゃん＞より開催の判断を アナウンスしますので、そちらからご確認
いただけます。悪天候にて中止の場合は、お申し込み携帯電話にショ
ートメールにてお知らせいたします。

※ 新型コロナウィルス感染症対策
●今大会は、新型コロナウイルス感染予防の為、参加をご希望される方は下記

の内容に同意して頂ける方のみとなります。
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① 大会への出発時に必ずご自宅で検温をお願いします。その検温で 37.5℃以上
あった場合には、大会参加を見合せていただくようお願いいたします。（当
初、大会会場の受付時で検温を行う予定でしたが、野外での検温は気温が低
い場合、正確な体温が測れないため、ご自宅での検温をお願いいたします）
② 大会参加に際し体調管理に十分に留意してください。
③ 参加者のお住まいが、緊急事態宣言等の対象地域の場合には参加をご遠慮し
ていただく場合があります。
④ 参加予定の大会で、大会当日の 10 日前（国の方針により変更の場合あり）か
ら下記の⑤～⑧の項目に該当される方は、参加を見合わせてくださいますよ
うお願いします。
⑤ 普段と比べて体調が芳しくない方（咳、頭痛、喉の痛み、倦怠感・味覚障害、
などがある方）。
⑥ 同居している家族や身近で感染が疑われる方と濃厚接触の可能性がある場合。
⑦ 大会開催日から 10 日以前の期間内に、政府から入国制限や入国後の観察期間
を義務付けされている国や地域等からの渡航、又は当該在住者との濃厚接触
のある場合。
⑧ 健康観察中の場合
⑨ 当日はマスクをご持参いただき、受付・渡船・表彰式など人が密接する場面
はマスク着用でお願い致します。ご持参いただけない場合、参加をお断りす
る場合がございます。特に船上では必ずマスクをご着用いただき、会話も極
力お控えいただくようお願いいたします。
⑩ 感染防止のために主催者の指示に従っていただけるようお願いします。
⑪ アルコールでの手指消毒や手洗いを随時行ってください。（大会本部にてア
ルコール消毒液を用意しております）
⑫ 極力接触を避ける為に、参加費はお釣りが出ないようにお願いします。
⑬ 感染症拡大防止のために、都道府県および保健所などから個人情報の提供を
求められた際には、その提供に応じさせていただきますのでご理解とご了承
をお願いします。
⑭ 大会終了後 10 日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した方は、ＭＦＧ本
部事務局（048-728-0909）に早急にご連絡をお願いいたします。その際は濃
厚接触者の有無等も含めてご連絡お願いします。
⑮ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、大会自体を中止、又は延期す
る場合がございますので、その際はご了承をお願いします。（緊急事態宣言
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等が発出された場合や行政からの中止要請、ＭＦＧ役員の判断等があった場
合などが中止、又は延期の基準となります）。
⑯ 新型コロナウイルスに関し、主催者側でもできる限りの感染防止対策はいた
しておりますが、万一イベント関係者から感染者が出る場合もございます。
何卒ご理解ご了承よろしくお願い致します。また、イベント中の事故、傷害
等の安全管理についても、主催者に故意・過失がある場合を除き、自己責任
であることを認識のうえ、ご参加をお願いいたします。
＊競技終了後、クラブや仲間内による大勢の集合、長時間の談話・ミィーティ
ング等はご遠慮くださるようお願いいたします。
その他、大会運営にあたっては、文部科学省ガイドライン（スポーツ等イベント）
およびＭＦＧ大会運営マニュアルに基づき感染症対策を実施しますが、感染拡大の
状況や鶴岡市の要請によっては大会中止等の措置があることを承知おきください。

申込方法：１．別紙ＭＦＧ大会申込用紙にてＦＡＸにて申込
２．本部事務局まで■大会名■開催日■氏名■性別■年齢■〒■住所
■携帯番号を明記してハガキを送る。
３．下記の QR コードからメールする
以上、３つの方法からお願い致します。
【申込先】ＭＦＧ本部事務局
〒３６３－８５０９
ＴEL

埼玉県桶川市赤堀２－４ マルキユー㈱内

０４８－７２８－０９０９

／ ＦＡＸ ０４８－７２８－３９０９

問い合わせメールアドレス： info@marukyufangroup.com

【申込先】 MFG 本部事務局
〒３６３－８５０９

埼玉県桶川市赤堀２－４ マルキュー㈱内

ＴＥＬ ０４８－７２８－０９０９
ＦＡＸ ０４８-７２８－３９０９
問い合わせメールアドレス

info@marukyufangroup.com

申し込み締め切り 2022 年 7 月 15 日（金）
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問合せ先：ＭＦＧ東北事業部 佐々木裕直 TEL 090-9742-6410
ＭＦＧ東北事務局 岸

功 TEL 090-6625-6932

※大会に関して、開催エリア、申込み方法、当日入会等不明な点などの問い
合わせ先となります。
※なお、外国人漁業の規制に関する法律および平成１７年５月６日農林水産
省告示第８５７号により、特別永住者等を除く外国人の方の撒き餌をする
大会への参加は制限されておりますのでご了承ください。

久しぶりの大会開催。
多くの皆さんのご参加をお待
ちしております。
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Ｍ Ｆ Ｇ 大 会 参 加 申 込 用 紙
ＭＦＧ本部事務局

宛
申し込み先：ＭＦＧ本部事務局
ＦＡＸ ０４８－７２８－３９０９

大会名

ＭＦＧ東北海釣り大会（青森大会）
２０２２年７月２４日（日)

開催日
ﾌﾘｶﾞﾅ ＊必須
ご氏名 ＊必須

女性・子供

／

郵便番号

女性

・

子供

〒

－

（１８歳未満）

住所１ ＊必須
（番地の前まで）

都道
府県

住所２ ＊必須
（番地、マンション名、
号室）

自宅

電話番号
＊必須

携帯

18歳未満の方のお申し込みは、親権者の同意が必要です
印
または
サイン

ﾌﾘｶﾞﾅ
親権者ご署名

＊必須

下記を必ずご一読願います。
★参加者はＭＦＧまたは、マルキユーキャップを着用して下さい
★参加者には、短期傷害保険をお掛けいたしますが、賠償責任は保険の範囲とし保険以外につきましては一
切の責任を負いかねます
★大会で撮影した写真は、ＭＦＧ通信、マルキユーホームページ・カタログなどのＰＲ活動に利用させてい
ただく事がございますので、写真掲載にご承諾いただけない場合は、事前に下記事務局までご連絡ください
★大会開催の有無は前日12時の天気予報で判断行います。中止・延期の場合は前日14時ごろＭＦＧホーム
ページでお知らせします。また携帯電話のショートメールサービスでもご連絡致します。受信確認後はメー
ル内のリンクから返答を送信していただきます。返答メールない方には、あらためて連絡をいたすため、速
やかに返答いただけますようお願い致します。
ショートメールの注意事項
送信元はMARUKYUと表示します。携帯電話の返信機能では返信できません。またショートメール受信拒否、電
源が入ってない場合は届きません。
ガラケーの方は開封時にエラーが出ますが、問題ありませんのでメールをご覧ください。
★大会受付完了のご返事は致しませんので、大会当日集合場所にお越しください。募集定員を設定している
場合は、定員オーバーの場合のみ大会担当役員よりご連絡させていただきます。
★なお、外国人漁業の規制に関する法律および平成17年5月6日農林水産省告示第857号により、特別永住者等
を除く外国人の方の撒き餌をする大会への参加は制限されておりますのでこ了承ください。
★大会運営のコロナ対策はHPか、下記の二次元バーコードでご確認ください。

https://marukyufangroup.c
om/entrymaeni/

申込お問い合わせ先
〒３６３－８５０９

：ＭＦＧ本部事務局

埼玉県桶川市赤堀２－４

マルキユー㈱内

問い合わせメールアドレス： info@marukyufangroup.com
ＴEL
０４８－７２８－０９０９
／ ＦＡＸ ０４８－７２８－３９０９
ＭＦＧホームページ： http://www.MarukyuFanGroup.com
書類受信日：

月

▲イベント案内トップページ
日

／

処理日：

月

日

