1月18日（金）

時間
メインステージ

プレミアステージ

1月19日（土）
へら鮒ステージ

キャスティング
体験

メインステージ

プレミアステージ

1月20日（日）
へら鮒ステージ

キャスティング
体験

メインステージ

プレミアステージ

へら鮒ステージ

キャスティング
体験

9：00
9:15▶9:45

9：30

オープニングセレモニー

9:30▶10:15

9:30▶13:00
9:40▶9:55

LOVE BLUE助成活動報告会

10：00 10:00▶10:15

10:00▶10:30

10:00▶10:35

LOVE BLUE事業『放流式典』@臨港パーク

トップアングラー トーク＆ライブ
【船＆ライトゲーム】

10：30

晴山由梨/石川文菜/冨士木耶奈/橘みづほ

新しい釣種にチャレンジ！
ビギニングトーク【エギング】
川上英佑/そらなさゆり

NPO法人 AED普及協会 10:45▶11:15
エイテック
AEDの使い方講習
船釣りテスターによる
11:00▶11:40
トークショー

10:00▶10:30

試投タイム
（ディーラー向け）

11：30

つりビットライブ

10:30▶11:10

秦 拓馬

12：30

12:40▶13:20

さかなクン LIVE in
ジャパンフィッシングショー2019

13：00 13:00▶

聴いてギョギョギョッ！
さかなクンの魚のおはなし

一般開場

13：30
14：00 14:00▶14:30
14：30

14:40▶14:55

LOVE BLUE助成活動報告会

15:40▶16:15
トップアングラー トーク＆ライブ
【レディーストーク】
秋丸美帆/石川文菜/児島玲子/
阪本智子/ふくだあかり
16:15▶17:45

16：30
17：00
17：30
18：00

13:30▶14:00
第9代
アングラーズアイドル
トーク＆撮影会

クール・アングラーズ・アワード
2019 表彰式

15：00 15:00▶15:30
今年も横浜に
釣りよかでしょう。 参上！
15：30
16：00

11:30▶12:00

トップアングラー キャスティングライブ
キャスティングライブ「ジャンケン大会」

トップアングラー大集結！
大競り市！

13:30▶14:30

14:00▶14:30

キャスティング精度
選手権

出展社プログラム

14:30▶15:15
CS日テレプラス＆
TSURI HACK
タイアップ企画
「ガールズ・フィッシング・ 15:00▶15:30
グランプリ トークライブ」

15:30▶16:00

「へら鮒釣り」
女性アングラーが語る
江成千鮎/宮崎まこ

14:00▶14:30

今年も横浜に
釣りよかでしょう。 参上！

14:40▶14:55

海上保安庁
釣りの安全セミナー
U.S.A（ Umi no Safety Angler）
〜 海の セーフティ アングラー 〜

15:00▶15:40
プロデモ
【ルアー】
村田 基

15:00▶15:30
ライトユーザー向けプログラム
〜はじめてのへら鮒釣り〜
生井澤聡/橘みづほ
15:40▶15:55

スミス
ルアー塾

12:15▶12:45

第10代アングラーズアイドル
ファイナリストPRタイム

13:00▶13:30
東京諸島観光連盟
東京諸島の観光PR

13:30▶13:45

LOVE BLUE助成活動報告会

プロデモ
【フライ】

11:00▶11:30

東知憲/廣瀬麻伊

11:30▶12:15

12:00▶12:30

マルキユー
目指せ50上
大型の魅力を追求

13:00▶13:30

トップトーナメンタ―が語る
勝負の極意
天笠充/萩野孝之/山村慎一

13:45▶14:15

新しい釣種にチャレンジ！
ビギニングトーク【鮎】 14:00▶14:30
田嶋 剛/石川文菜
ダイワ
（グローブライド)
手軽で奥深い
へら鮒釣りの魅力

14:30▶15:00

さかなクン
へら鮒特別講座
15:00▶15:30
15:15▶15:45

伊豆諸島三宅島観光協会
三宅島と神津島のプロが語る。
伊豆諸島大物釣りの魅力。

Let's Enjoy！
へら鮒フィッシング
石井忠相/桜井瑠香

学生限定
キャスティング教室
川村光大郎

16:00▶17:15

16:00▶16:35
トップアングラー トーク＆ライブ
【ソルト】

出展社プログラム
プロが教える
キャスティング
クリニック

大野ゆうき/鈴木 斉

16:35▶16:50

LOVE BLUE助成活動報告会

16:00▶16:30
パラオ政府観光局
パラオ釣りの世界

16:00▶16:30

シマノ
へらをもっと
楽しむために。

10:00▶10:30

宮澤幸則/三石 忍

10:40▶10:55

NPO法人 AED普及協会

AEDの使い方講習

11:00▶11:40
トップアングラー キャスティングライブ
【ルアー】
村田 基
キャスティングライブ「ジャンケン大会」
11:50▶12:50

A N GLER ’S I D O L 2019

第10代アングラーズアイドル最終選考会
12:30▶13:10
プロデモ
【バス】
伊藤巧

自己PRタイム／
フィッシングウェア&ポージングショー

12:50▶13:30

歴代アイドル大集合！※
13:30▶14:15
キャスティング体験

13:30▶13:45

第10代アングラーズアイドル表彰式

13:45▶15:30

14:30▶15:10
プロデモ
【ルアー】
村田 基

釣りビジョンSpecial
1日だけの横浜出張オンステージ

10:30▶11:10
日本海洋レジャー安全・振興協会
ボートフィッシング
11:00▶11:30
入門セミナー
名人の技
へらウキの魅力
石井忠相/吉田康雄

11:30▶12:00

新しい釣種にチャレンジ！
ビギニングトーク【タイラバ】
庄山英伸/冨士木耶奈

12:00▶12:30

12:15▶12:45

IRIE FISHING CLUB
さかな芸人ハットリ君
紙芝居＆トークライブ

13:00▶14:00

達人
新メーカー
「達人」
を語る

13:00▶13:30

気鋭のへら鮒アングラー集合！
「へら鮒釣りのススメ」
杉本智也/都祭義晃/福富大祐

関東大学釣りクラブ
（with つりビット）
「学釣祭
プレゼンダービー」

トップアングラー トーク＆ライブ
【バス】

伊藤 巧/川村光大郎

伊藤 巧

11:30▶12:15
学生限定
キャスティング教室
秦 拓馬

12:30▶13:10
プロデモ
【ソルト】
大野ゆうき

13:30▶14:15

14:00▶14:30

新しい釣種にチャレンジ！
ビギニングトーク【磯】
平和卓也/そらなさゆり

オオモリ
へらぶなつりの魅力

14:30▶15:10

15:00▶15:30
巨ベラを狙う！
乗っ込み最前線
伊藤さとし/棚網 久

15:40▶16:00
16:00▶16:35

プロデモ
【バス】

キャスティング体験

ヤマリア
船イカ

プロが教える
キャスティング
クリニック

キャスティング体験

東レモノフィラメント
新商品PR、
解説

10:45▶11:15

15:00▶15:30

15:30▶16:45

10:00▶10:30

第10代アングラーズアイドル
ファイナリストPRタイム

14:15▶14:45

LOVE BLUE助成活動報告会

16:00▶16:30

LOVE BLUE助成活動報告会

10:00▶10:35
トップアングラー トーク＆ライブ
【船】

へら鮒釣りとルール
吉元亜土/鈴木康友
新しい釣種にチャレンジ！
ビギニングトーク【ナマズ】
谷中洋一/冨士木耶奈

11:50▶12:30

12：00

キャスティング体験

オーナーばり
「リグル」
を語る

10:40▶10:55

11：00

9:30▶10:15
9:40▶9:55

第10代
アングラーズアイドル
受賞記念撮影会

16:00▶16:30

シマノ
へらをもっと
楽しむために。

プロデモ
【ルアー】
村上晴彦

15:30▶16:45

プロが教える
キャスティング
クリニック

16:35▶16:50

LOVE BLUE助成活動報告会

出品者：歴代アングラーズアイドル他
ゲストMC：廣瀬麻伊
※歴代アイドル大集合登壇者
（予定）

本間愛花/そらなさゆり/晴山由梨/石川文菜/
冨士木耶奈/橘みづほ/廣瀬麻伊

