
主催 開催日 行事名 開催場所 備考

地区本部 2019年1月20日(日) 冬季（磯・投げ）懇親釣り大会 大分県・県南一帯 チヌ・グレ・イシダイ・シロギス・他魚

地区本部 2019年2月24日(日) 九州地区・支部長会議 戸畑生涯学習センター 総会準備（資料確認・承認等）

地区本部 2019年2月24日(日) 九州地区・2019年定期総会 戸畑生涯学習センター 2019年・会費納入会員

地区本部 2019年3月24日(日) GFG杯九州地区チヌ釣りチャンピオン戦 長崎県・北九十九島 ※2019年GFG杯全国チヌ釣り選手権選考会を兼ねる。

地区本部 2019年4月14日(日) 春季（磯・投げ）懇親釣り大会 長崎県・平戸島一帯（九十九島含む） チヌ・グレ・イシダイ・シロギス・他魚

地区本部 2019年4月21日(日) 南九州支部イシダイ釣り大会 鹿児島県・甑島 里一帯 九州地区本部後援事業

地区本部 2019年5月12日(日) シラハエ(オイカワ）懇親釣り大会 大分県・三隈川一帯　

地区本部 2019年5月12日(日) 船懇親釣り大会（タイラバ・一つテンヤ） 福岡県・響灘周辺 時化の場合は中止

地区本部 2019年5月26日(日) アユ懇親釣り大会(予備日　－月　－日） 大分県・三隈川一帯　
※2020年GFG杯全国アユ釣り選手権

九州地区代表選手（3名）の選考会を兼ねる

地区本部 2019年6月16日(日) ヘラブナ懇親釣り大会
GFG杯ヘラブナ東西対抗戦

九州地区代表選手（2名）の選考会を兼ねる

地区本部 2019年6月23日(日) 青年部（磯）懇親釣り大会 大分県・県南一帯
第23回九州地区本部青年部大会

（予備日：6月30日）

地区本部 2019年7月28日(日) 青年部（アユ）懇親釣り大会
第13回九州地区本部青年部大会

（予備日：未定）

地区本部 2019年10月13日(日) クリーンアップ活動 福岡県・苅田港 水辺感謝の日・ゴミ収集活動

地区本部 2019年11月10日(日) 秋季（磯・投げ）懇親釣り大会 大分県・県南一帯 グレ・チヌ・イシダイ・シロギス・他魚

地区本部 2019年12月8日(日) 冬季懇親投げ釣り大会 九州・山口 カレイ・シロギス・他魚

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

北九州支部 2019年4月21日(日) 春季釣り大会 北九州近郊 チヌ

北九州支部 2019年4月21日(日) 青年部釣り大会 北九州近郊 チヌ

北九州支部 2019年9月1日(日) 投げ釣り大会 北九州近郊 キス

北九州支部 2019年9月1日(日) 北九州釣り大会 北九州近郊 チヌ

北九州支部 2019年12月8日(日) 冬季釣り大会 大分県・県南一帯 グレ（クロ）

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

福岡支部 2019年3月3日(日) 春季懇親チヌ釣り大会 長崎県・福島 予備日：3月21日

福岡支部 2019年7月21日(日) ファミリー釣り大会 福岡市西区・福岡市海づり公園 予備日：7月28日

福岡支部 2019年9月22日(日) シラハエ懇親釣り大会 大分県・日田市三隈川 予備日：9月29日

福岡支部 2019年12月8日(日)
冬季懇親磯釣り大会兼

九州地区チャンピオン戦支部選考会
長崎県・宮ノ浦 予備日：12月15日

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

筑豊支部 2019年3月3日(日) ヤマメ懇親釣り大会 大分県・日田一円

筑豊支部 2019年3月8日(金) 筑豊支部定期総会

筑豊支部 2019年4月7日(日) 春季磯懇親釣り大会 長崎県・九十九島

筑豊支部 2019年5月12日(日) オイカワ懇親釣り大会 大分県・日田一円

筑豊支部 2019年6月6日(木) アユ懇親釣り大会 大分県・日田一円

筑豊支部 2019年11月17日(日) 秋季礒懇親釣り大会 大分県・県南

筑豊支部 2019年11月17日(日) 青年部釣り大会 大分県・県南
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主催 開催日 行事名 開催場所 備考

京築支部 2019年1月27日(日) 秋季磯釣り＆青年部磯釣り大会 大分県・米水津 昨年度延期分

京築支部 2019年4月7日(日) 春季釣り大会 福岡県・苅田港沖波止

京築支部 2019年6月2日(日) 第5回指定魚種釣り大会 大分県・鶴見

京築支部 2019年6月2日(日) 青年部磯釣り大会 大分県・鶴見

京築支部 2019年10月13日(日) 水辺感謝の日　クリーンアップ 福岡県・苅田港一帯

京築支部 2019年11月17日(日) 秋季磯釣り大会 宮崎県・北浦

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

佐賀支部 2019年3月31日(日) 春季懇親釣り大会 長崎県・九十九島（予定） チヌ

佐賀支部 6月 夏季懇親釣り大会 長崎県・平戸一帯（予定） グレ（クロ）・イサキ

佐賀支部 11月 秋季懇親釣り大会 長崎県・平戸一帯（予定） グレ（クロ）・イシダイ

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

長崎支部 2019年3月3日(日)
チヌ釣り大会兼九州地区チャンピオン戦

支部代表選考会
野母崎半島～崎戸・大島（大村湾含む）

長崎支部 2019年6月9日(日) グレ釣り大会 長崎市・能瀬一帯

長崎支部 2019年11月3日(日) 青年部合同懇親釣り大会 長崎市・能瀬一帯

長崎支部 2019年12月22日(日) グレ釣り大会 長崎県・椛島一帯

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

南九州支部 2019年3月17日(日)
春季チヌ釣り大会兼九州地区チャンピオン戦支

部代表選考会 熊本県　天草市（牛深） チヌ

南九州支部 2019年4月21日(日) イシダイ釣り大会 鹿児島県　甑島（里） イシダイ

南九州支部 2019年5月12日(日) ヘラブナ釣り大会 熊本県　宇土市（立岡の池） ヘラブナ

南九州支部 2019年6月9日(日) 青年部磯釣り大会 鹿児島県　甑島（里） グレ（クロ）

南九州支部 2019年6月16日(日) アユ釣り大会 熊本県　八代市坂本（球磨川） アユ

南九州支部 2019年11月17日(日) 秋季グレ釣り大会 鹿児島県 甑島（里） グレ（クロ）

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

大分支部 2019年3月2日(土)3日（日）
第29回チヌ釣り大会兼

九州地区チャンピオン戦支部代表選考会
大分県・県南一帯

大分支部 2019年4月7日(日) 第4回渓流釣り大会 大野川

大分支部 2019年9月15日(日) 第29回盛夏アユ釣り大会 大野川

大分支部 2019年11月3日(日) 第26回大分・宮崎懇親5種目大会 米水津

大分支部 2019年12月8日(日) 第18回青年部磯釣り大会 鶴見or米水津

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

宮崎支部 2019年3月3日(日) 春季懇親釣り大会 宮崎県・県北一帯 GFGチヌ予選会

宮崎支部 2019年7月21日(日) アユ懇親釣り大会 五ヶ瀬川

宮崎支部 2019年11月3日(日) 第26回大分・宮崎懇親5種目大会 大分県・米水津 大分県支部主管

宮崎支部 2019年12月1日(日) 青年部懇親釣り大会 宮崎県・北浦

主催 開催日 行事名 開催場所 備考

西九州支部 2019年3月3日(日)
春季懇親釣り大会(チヌ)兼

九州地区チャンピオン戦支部代表選考会
九十九島（鹿島）

西九州支部 3支部合同青年部懇親釣り大会（チヌ） 福岡支部・佐賀県支部合同

西九州支部 2019年7月3日(水) 夏季懇親釣り大会(3種目) 平戸島一帯

西九州支部 2019年11月17日(日) 秋季懇親釣り大会(グレ) 平戸島一帯


