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2月2月2月2月
2月7日(土)

 　　8日(日）

3月3月3月3月
2222 第9回 神戸港落とし込み選手権大会 神戸七防・黒鯛人 3月15日（日） 3月22日（日） 神戸七防 本庄渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

4月4月4月4月
3333 第13回 大阪湾落し込みトーナメント・1次予選 ㈱ウイング　黒鯛工房事業部 4月5日（日） 未定 未定 未定 一般参加申込

4444 神戸七防・黒鯛人 オープン例会（春） 神戸七防・黒鯛人 4月12日（日） 神戸七防 本庄渡船 一般

6月6月6月6月
5555 第11回 大阪湾チヌ前打ち釣り大会 2015 茅渟関西連合 6月7日（日） 6月14日（日） 大阪南港 丸高渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

6666 茅渟関西連合 第22回大会in岸和田 茅渟関西連合 6月21日（日） 6月28日（日） 岸和田 山田渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

7777 中京地区 前打ち落し込み大会 伊勢湾クロダイ釣り連盟、チヌ魚信 未定 未定 三重県四日市市霞一帯 トミス渡船、渡船丸、地波止 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

8888 平成27年度 大阪湾クリーン作戦 大阪府釣り団体協議会 未定 未定 ボランティア

9999 第3回 東京湾黒鯛落し込みバトル トウキョウベイイズワン 未定 未定 木更津沖堤防 栄宝丸 一般参加申込 「Ａｗａｒｄ」選考大会

10101010 オーランド 落とし込み講習会（1回目） ㈱大島製作所 未定 未定 未定 未定 一般参加申込

11111111 オーランド 落とし込み講習会（2回目） ㈱大島製作所 未定 未定 未定 未定 一般参加申込

7月7月7月7月
12121212 第13回 大阪湾落し込みトーナメント・2次予選 ㈱ウイング　黒鯛工房事業部 7月5日（日） 未定 未定 未定 一般参加申込

13131313 第16回 黒鯛落し込みクラブ対抗選手権大会 東京黒友会 7月18日（土） 大阪南港 未定 クラブ参加申込（混成クラブ可） 「Ａｗａｒｄ」選考大会

14141414 ＡＬＬ黒鯛神 大阪大会 東京黒鯛神 7月19日（日） 大阪北港 たまや渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

15151515 第7回 四国落とし込み選手権大会 徳島黒鯛神 7月26日（日） 未定 津田一文字、ジャンボ ニュータケダ丸 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

16161616 第32回 ＩＫＲクラブ対抗戦 伊勢湾クロダイ釣り連盟（ＩＫＲ） 未定 未定 四日市一文字 渡船丸 ＩＫＲ会員 「Ａｗａｒｄ」選考大会

17171717 オーランド 落とし込み釣り大会 ㈱大島製作所 未定 未定 未定 未定 一般参加申込

8月8月8月8月
8月1日（土） 未定 未定 未定

8月2日（日） 未定 未定 未定

19191919 第21回 チヌの魚信を楽しむ会（中京地区） 親睦大会 チヌ魚信・中京支部 8月2日（日） 三重県四日市市霞一帯 トミス渡船、渡船丸、地波止 チヌ魚信会員、当日入会可 「Ａｗａｒｄ」選考大会

20202020 第12回 ＢＡＡ杯 オープン落とし込み大会 ＢＡＡ 8月9日（日） 8月23日（日） 武庫川一文字 武庫川渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

21212121 第34回 チヌの稚魚放流事業 日釣振、大釣り協 未定 堺泉北港 大阪府内各渡船店 ボランティア

9月9月9月9月
22222222 第32回 ＩＫＲ 親睦大会 伊勢湾クロダイ釣り連盟（ＩＫＲ） 未定 未定 三重県四日市市霞一帯 トミス渡船、渡船丸、地波止 未定 「Ａｗａｒｄ」選考大会

23232323 神戸七防・黒鯛人 オープン例会（秋） 神戸七防・黒鯛人 未定 神戸七防 本庄渡船 一般

24242424 第8回 さざなみ（障害者対象）釣り大会 大阪府釣連盟 未定 淡輪ヨットハーバー 大阪府青少年海洋センター 障害者

10月10月10月10月
25252525 南港チヌ釣り大会 丸高茅渟倶楽部 10月4日（日） 未定 大阪南港 丸高渡船 一般 「Ａｗａｒｄ」選考大会

26262626 チヌ落とし込み Ａｗａｒｄ 2015 チヌ落とし込みＡｗａｒｄ実行委員会 10月18日（日） 未定 未定 未定 2015選考大会・優勝者 「2015Ａｗａｒｄ」決勝

27272727 ファミリー海釣り大会 2015 （財）日本釣振興会 未定 未定 未定 一般参加申込 協力：大阪府釣り団体協議会

12月12月12月12月
28282828 定時総会 茅渟関西連合 12月6日（日） 浜番町 関連会員

29292929 平成27年度 大阪湾落し込み忘年会 茅渟関西連合 12月6日（日） 浜番町 関連会員、一般

30303030 大阪湾チヌ釣りフェアー 2015決勝 ㈱マルキュー 未定 未定 未定 未定 予選通過者 後援：大阪府釣り団体協議会

※　「大阪市港湾局」との「大阪湾釣り関係者会議」（年4回）
※　大阪市地波止開放箇所に伴う安全巡視（関連担当/年2回）
※　「大阪府釣り団体協議会」定例理事会（毎月第4水曜日）
※　「ダイワ 落し込みバトルin大阪 2015」（未定）

1111

18181818

インテックス大阪フィッシングショーOSAKA 2015 大阪釣具共同組合、他 一般

第13回 大阪湾落し込みトーナメント・決勝 ㈱ウイング　黒鯛工房事業部 一次、二次予選通過者


