
※10/15(土)夜発

開催日 10/16(日)※10/15(土)夜発

開催場所 伊豆大島

行 程 1日目(10/15土曜日)

20:30～ 受付開始＠竹芝

22:00 竹芝を出航

22:30～ 受付開始＠横浜

23:30 横浜を出航

2日目(10/16日曜日)

06:00 大島に到着 各磯場へ

12:30
～13:00

13:00～ 表彰式・抽選会

14:30 大島を出航(横浜寄港)

18:00 横浜到着

19:45 竹芝到着

主 催 一般社団法人大島観光協会

共 催 東京都大島町 主 管 東海フィッシングクラブ

後 援 東京都・東都釣魚連合会・全日本磯釣連盟関東支部・全日本釣り団体協議会

協 賛 株式会社がまかつ（予定）・株式会社上州屋（予定）・マルキユー株式会社（予定）

・東海汽船株式会社

TFC会員 10,000円
こども 7,000円

TFC会員 10,000円
こども 7,000円

出帆港にて検量

詳細は裏面へ→

TFC公式 感染症対策(船・バス)感染症対策(大会)



第69回 都民の大島磯釣大会
2022/10/15(SAT)-16(SUN)

【参加費】 東京・横浜発着共通※当日現金精算

TFC会員 ¥10,000 非会員￥13,000 子ども ¥7,000
(東京・横浜～大島 往復2等船賃・保険料・参加費・諸税)

※島内の移動手段はご自身で手配ください
【現地参加費】 大人 ¥2,000 子ども(小学生) ¥1,000 ※10/16参加
【募集人員】 50名
【行 程】 1日目 <東京発着>竹芝客船ターミナル 20:30集合・受付

<横浜発着>横浜大桟橋東海汽船窓口 22:30集合・受付
東京22:00～～横浜23:30～～(2等指定・船中泊)～～

2日目 ～～6:00 大島着 競釣開始
<検量受付>12:30～13:00 出帆港にて検量
終了後 表彰式・抽選会もあります
14:30大島発～～(2等指定)～～18:00横浜～～19:45東京

【競釣規定及び対象魚】
石 物の部 イシダイ・イシガキダイ 800g以上 1～3位表彰
メジナの部 メジナ 300g以上 1～3位表彰
ブダイの部 ブダイ 600g以上 1～3位表彰
他 魚の部 他魚(フグ/エイ/ウツボ/サメ等を除く) 500g以上 1～3位表彰
●石物の部の優勝者を最優秀賞(都知事杯)とします。
※キス2尾合計で100g以上であれば検量いたします。 (年間表彰は会員登録が必要です)

【順位決定】
●各魚種別1尾の重量により決定します。なお同一重量の場合は、全長で決定。
●1人1魚種。(但し検量は受付けます) ●他の規定はTFC順位基準による。
●基準に満たない魚は放流すること。

【注意事項】
●マスク着用のご協力をお願いします。
●感染症対策については右記HPよりご確認ください。
●大会参加中に発生した盗難や紛失、事故、怪我等について主催者は一切の責任は負いかねます。
●大会バスはございません。島内の移動手段はご自身で手配ください。
※レンタカーを手配する際は必ず”釣りをする”旨をお伝えください。

<釣用車 レンタル先一覧(参考)>
元町レンタカー 04992-2-3172 丸 伸 090-1600-8625 JSオートレンタカー 04992-7-5255

※料金や送迎の有無等の詳細は直接お問い合わせください。釣り宿は宿泊客優先となります事、予めご承知おきください。

●路線バスを利用される場合は、通常一般のお客様が乗車するものです。
液状の物や臭いのする物のお取り扱いには、くれぐれもご注意ください。
バッカンは必ず洗ってご乗車ください。係員の指示に従ってください。

●参加者は救命胴衣を着用し、ロープ・呼笛を持参してすぐ使用できるようにしてください。
●磯では磯靴・磯足袋をご用意ください。(船内・路線バス内では使用しないでください)
●船内では係員の指示に従い、所定の位置に荷物を置いてください。
また、消灯後の船室でのご宴会はお控えください。

●会費にえさ代・食事代は含まれておりませんので、ご自身でご用意ください。
●復路乗船券は別便、翌日以降への変更はできません。その場合、復路券は再度購入いただきます。
●検量票は正確にご記入ください。年間表彰に支障をきたす場合がございます。
●ゴミは受付時にお渡しするゴミ袋に入れていただき、検量場所に設置の「 TFC 専用のゴミ箱」に
分別して捨てるようお願いします。くれぐれも磯場を汚さないようご協力お願いします。

【大会の決行】
●大会の催行は10/15(土)13:00決定です。東海汽船お客様センターまたはHPにてご確認ください。

【当日の緊急連絡先】
●東海汽船大島支店 岡田港 04992-2-8718 元町港 04992-2-2311
●TFC事務局大会当日係員 080-2138-3976(大会当日のみ有効)

【東京・横浜発着ツアーのお申込みは】
東海フィッシングクラブ事務局 03－3436－1144（平日９：00～18：00）
東海汽船お客様センター 03－5472－9999（毎日９：30～18：30）

【現地参加のみのお申込は】
一般社団法人大島観光協会 04992－2－2177（毎日８：30～17：00）

主催/ 一般社団法人大島観光協会 共催/東京都大島町 主管/東海フィッシングクラブ

後援/東京都・東京都釣魚連合会・全日本磯釣連盟関東支部・全日本釣り団体協議会
協賛/株式会社がまかつ(予定)・株式会社上州屋(予定)・マルキユー株式会社(予定)・東海汽船株式会社

新型コロナウイルスに伴う
当社の対応について

https://www.tokaikisen.co.jp/news/79121/

TFC公式HP

https://tokaifishingclub8.webnode.jp/

大会中の感染症拡大
防止策について

https://is.gd/Nt75qg
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開催日 10/16(日)

開催場所 伊豆大島

行 程 06:00～06:30 岡田港で受付 各磯場へ

12:30～13:00 出帆港にて検量

13:00～14:00 表彰式・抽選会

主 催 一般社団法人大島観光協会

共 催 東京都大島町 主 管 東海フィッシングクラブ

後 援 東京都・東都釣魚連合会・全日本磯釣連盟関東支部・全日本釣り団体協議会

協 賛 株式会社がまかつ（予定）・株式会社上州屋（予定）・マルキユー株式会社（予定）

東海汽船株式会社

大人 2,000円

こども 1,000円

大人 2,000円

こども 1,000円

詳細は裏面へ→



第69回 都民の大島磯釣大会
2022/10/16(SUN)

【参加費】 大人 ¥2,000 子ども ¥1,000 ※当日現金精算
※島内の移動手段はご自身で手配ください

【募集人員】 50名
【行 程】 6:00～6:30 大島着 競釣開始

<検量受付>12:30～13:00 出帆港にて検量
終了後 表彰式・抽選会もあります

【競釣規定及び対象魚】
石 物の部 イシダイ・イシガキダイ 800g以上 1～3位表彰
メジナの部 メジナ 300g以上 1～3位表彰
ブダイの部 ブダイ 600g以上 1～3位表彰
他 魚の部 他魚(フグ/エイ/ウツボ/サメ等を除く) 500g以上 1～3位表彰
●石物の部の優勝者を最優秀賞(都知事杯)とします。
※キス2尾合計で100g以上であれば検量いたします。 (年間表彰は会員登録が必要です)

【順位決定】
●各魚種別1尾の重量により決定します。なお同一重量の場合は、全長で決定。
●1人1魚種。(但し検量は受付けます) ●他の規定はTFC順位基準による。
●基準に満たない魚は放流すること。

【注意事項】
●マスク着用のご協力をお願いします。
●感染症対策については右記HPよりご確認ください。
●大会参加中に発生した盗難や紛失、事故、怪我等について主催者は一切の責任は負いかねます。
●大会バスはございません。島内の移動手段はご自身で手配ください。
※レンタカーを手配する際は必ず”釣りをする”旨をお伝えください。

<釣用車 レンタル先一覧(参考)>
元町レンタカー 04992-2-3172 丸 伸 090-1600-8625 JSオートレンタカー 04992-7-5255
※料金や送迎の有無等の詳細は直接お問い合わせください。釣り宿は宿泊客優先となります事、
予めご承知おきください。

●路線バスを利用される場合は、通常一般のお客様が乗車するものです。
液状の物や臭いのする物のお取り扱いには、くれぐれもご注意ください。
バッカンは必ず洗ってご乗車ください。係員の指示に従ってください。

●参加者は救命胴衣を着用し、ロープ・呼笛を持参してすぐ使用できるようにしてください。
●磯では磯靴・磯足袋をご用意ください。(船内・路線バス内では使用しないでください)
●会費にえさ代・食事代は含まれておりませんので、ご自身でご用意ください。
●検量票は正確にご記入ください。年間表彰に支障をきたす場合がございます。
●ゴミは受付時にお渡しするゴミ袋に入れていただき、検量場所に設置の「TFC 専用のゴミ箱」に
分別して捨てるようお願いします。くれぐれも磯場を汚さないようご協力お願いします。

【大会の決行】
●大会の催行は10/15(土)13:00決定です。東海汽船お客様センターまたはHPにてご確認ください。

【当日の緊急連絡先】
●東海汽船大島支店 岡田港 04992-2-8718 元町港 04992-2-2311
●TFC事務局大会当日係員 080-2138-3976(大会当日のみ有効)

【大会参加のお申込は】
一般社団法人大島観光協会 04992－2－2177（毎日８：30～17：00）

主催/ 一般社団法人大島観光協会 共催/東京都大島町 主管/東海フィッシングクラブ

後援/東京都・東京都釣魚連合会・全日本磯釣連盟関東支部・全日本釣り団体協議会
協賛/株式会社がまかつ(予定)・株式会社上州屋(予定)・マルキユー株式会社(予定)・東海汽船株式会社

大会中の感染症拡大
防止策について

https://is.gd/Nt75qg


