
センターステージ ステージ南 ステージ北 ステージ東 20日 21日 センターステージ ステージ南 ステージ北 ステージ東

10:00～10:25 10:00～10:25 10:00～10:25 10:00～10:25 10:00～10:25 10:00～10:25
deps co.,Ltd. BeveL　＆　MONSTER KISS サンライン JAPAN.B.A.S.S. NATION DAIWA サンライン
小崎圭一郎 りんか　小塚拓矢 伊豫部健 築山滋　千藤卓　高松正人　山田健太郎 住澤直樹 伊豫部健
deps的　陸っぱり攻略 釣りガール的バスフィッシング道 サンライン新製品シューターについて！ バスオブジャパンの紹介　他 鳥羽オフショア最前線 サンライン新製品シューターについて！

10:30～10:55 10:30～10:55 10:30～10:55 10:30～10:55 10:30～10:55 10:30～10:55
CROSS TWO（クロスツー） BOREAS deps co.,Ltd. ザクトクラフト HIDEUP VARIVAS / FLASH UNION

青木敏明 長谷川耕司　 北方洋介 木村建太 尾龍、野呂 永野総一郎 藤木淳
伊勢湾攻略xpeed/潮止まりでも釣れる 最新GPS魚探活用術について 出たとこ勝負 マグロのキャスティングゲーム 琵琶湖・南湖攻略法 新作ルアーの紹介、使い方の説明
REDX/潮の切れ目で真鯛を釣るTRIPLEX

1 10:30 ～　11:00 11:00 ～　11:25 11:00 ～　11:25 11:00 ～　11:25 1 10:30 ～　11:00 11:00 ～　11:25 11:00 ～　11:25 11:00 ～　11:25
菊元　敏文 メガバス スミス ハヤブサ(FINA) 並木敏成 メガバス DAIWA deps co.,Ltd.

中村哲也 藤井孝洋、小東和裕、田井敬次郎 伊豫部健 川村光大郎 　 杉村和也、Katsuu 後迫正憲 山田祐五
2016 NEW BIG BAIT タックル グリッドデザイン流琵琶湖攻略 FINA契約プロによる 春のオカッパリ・パワーフィッシング タイラバ最前線 北湖攻略

コラボトークショー
11:30 ～　11:55 11:30 ～　11:55 11:30 ～　11:55 11:30 ～　11:55 11:30 ～　11:55 11:30 ～　11:55
DomiCraft/レッドヘッド deps co.,Ltd. GEECRACK BeveL　＆　MONSTER KISS GEECRACK エバーグリーンインターナショナル

荒牧伸弥/石原良啓/清水俊and more 松下雅幸 タク石黒　呉行修 りんか　小塚拓矢 タク石黒　呉行修 菊元俊文 大西健太　関和学
関西発！新感覚シーバススイムベイト シャローゲーム 釣りガール的バスフィッシング道
＆チヌゲー最前線・・THE LIVEミラクルジム世代

2 13:00 ～　13:30 12:30 ～　12:55 12:30 ～　12:55 12:30 ～　12:55 2 13:00 ～　13:30 12:30 ～　12:55 12:30 ～　12:55 12:30 ～　12:55
秦拓馬 HIDEUP Crazy Ocean issei 伊東由樹 DomiCraft/レッドヘッド レジットデザイン オフィスZPI
水野浩聡 永野総一郎 ティップランでの新しい形 村上晴彦 荒牧伸弥/石原良啓/清水俊and more 鬼形 毅　平村尚也　北大祐 佐藤信治

琵琶湖・南湖攻略法 「お助けリグ」を詳しく解説 新スイムベイト「誠魚」の自慢話！ 関西発！新感覚シーバススイムベイト TOP琵琶湖ガイドが語る「今」 琵琶湖とチューニングリールについて

ドテラ流しでも有効な使い方とは ＆チヌゲー最前線・・THE LIVEミラクルジム世代 JBグランドスラムプロが語る「マキモノ」、ロッドあれこれ、他

13:00 ～　13:25 13:00 ～　13:25 13:00 ～　13:25 13:00 ～　13:25 13:00 ～　13:25 13:00 ～　13:25
deps co.,Ltd. GEECRACK オフィスZPI deps co.,Ltd. BOREAS DSTYLE Inc.
白川靖 黒田精司　森永誠 大西健太 前田純 長谷川耕司 北方洋介 青木大介

ギルパターン 春の大江川攻略 琵琶湖とチューニングリールについて 琵琶湖でのバスの探し方 最新GPS魚探活用術について 青木大介流　琵琶湖攻略

DSTYLE製品紹介と展望

3 14:00 ～　14:30 13:30 ～ 13:55 13:30 ～　13:55 13:30 ～　13:55 3 14:00 ～　14:30 13:30 ～ 13:55 13:30 ～　13:55 13:30 ～　13:55
平岩　孝典 Fishman ジャクソン DSTYLE Inc. 奥村和正 Crazy Ocean スミス GAN　CRAFT
吉田　撃 赤塚健一 市村直之 青木大介 中村豪　太田武志　あぜっち 藤井孝洋、小東和裕、田井敬次郎 平岩孝典、吉田撃、大仲正樹

バックラッシュ激減、 フローシャッドシリーズについて 青木大介流　琵琶湖攻略 多種目爆釣スーパーライトジギング グリッドデザイン流琵琶湖攻略
正確なピン打ちができるロッドとは DSTYLE製品紹介と展望

14:00 ～　14:25 14:00 ～　14:25 14:00 ～　14:25 14:00 ～　14:25 14:00 ～　14:25 14:00 ～　14:25
Valleyhill プロズファクトリー VARIVAS / FLASH UNION プロズファクトリー ピュア・フィッシング・ジャパン DAIWA
鉾立 光　千田 隆喜 松村 寛 藤木淳 松村 寛 成田紀明、国保誠、宮廣祥大、藤波和成 並木敏成

バスフィッシングの基本について！ 新作ルアーの紹介、使い方の説明 バスフィッシングの基本について！ 新商品紹介、琵琶湖プロガイドのトーク 2016年NEWタックルについて

4 15:00 ～　15:30 14:30 ～　14:55 14:30 ～　14:55 14:30 ～　14:55 4 15:00 ～　15:30 14:30 ～　14:55 14:30 ～　14:55 14:30 ～　14:55
伊豫部健 ピュア・フィッシング・ジャパン DRANCKRAZY DAIWA 村田　基 ジャクソン Fishman Valleyhill
山木一人 成田紀明、国保誠、宮廣祥大、藤波和成 上田純也 並木敏成 市村直之 赤塚健一 藤澤周郷　　村上晴彦
奥田　学 新商品紹介、琵琶湖プロガイドのトーク ラージマウスバス3月プリスポーンの 2016年NEWタックルについて フローシャッドシリーズについて バックラッシュ激減、

リアクレ流シークレットパターン公開セミナー 正確なピン打ちができるロッドとは
15:00 ～　15:25 15:00 ～　15:25 15:00 ～　15:25 15:00 ～　15:25 15:00 ～　15:25 15:00 ～　15:25
ザクトクラフト セディション エバーグリーンインターナショナル DRANCKRAZY issei DAIWA
野呂、高橋 千藤顕 菊元俊文 大西健太　関和学 上田純也 村上晴彦　赤松健 川村光大郎
中京地区のナマズゲーム 常識を蹴散らすオモシロマジメな ラージマウスバス3月プリスポーンの 「五三川、大江川」攻略話 陸っぱり攻略

釣りと釣竿の話 リアクレ流シークレットパターン公開セミナー

15:30 ～　15:55 15:30 ～　15:55 15:30 ～　15:55 15:30 ～　15:55 15:30 ～　15:55 15:30 ～　15:55
レジットデザイン JAPAN.B.A.S.S. NATION DAIWA セディション CROSS TWO（クロスツー） ハヤブサ(FINA)
鬼形 毅　平村尚也　北大祐 築山滋　千藤卓　高松正人　山田健太郎 川村光大郎 千藤顕 青木敏明 並木敏成　青木大介
TOP琵琶湖ガイドが語る「今」 バスオブジャパンの紹介　他 陸っぱり攻略 常識を蹴散らすオモシロマジメな 伊勢湾攻略xpeed/潮止まりでも釣れる FINA契約プロによる
JBグランドスラムプロが語る「マキモノ」、ロッドあれこれ、他 釣りと釣竿の話 REDX/潮の切れ目で真鯛を釣るTRIPLEX コラボトークショー
16:00 ～　16:25 16:00 ～　16:25 16:00 ～　16:25 16:00 ～　16:25 16:00 ～　16:25 16:00 ～　16:25
10TENFEET UNDER ZAPPU　DORON GAN　CRAFT 10TENFEET UNDER ZAPPU　DORON deps co.,Ltd.
伊豫部健 　冨本タケル　松下雅幸 ダウザー俺達 平岩孝典、吉田撃、大仲正樹 伊豫部健 　冨本タケル　松下雅幸 ダウザー俺達 木村建太

ダウザー的　琵琶湖セミナー ダウザー的　琵琶湖セミナー 出たとこ勝負

大西健太

並木敏成

吉田撃

秦拓馬

奥村和正 菊元敏文

チャリティーオークション　　11:30 ～ 12：30　　８名予定 チャリティーオークション　　11:30 ～ 12：30　　８名予定

田辺哲男

青木大介 伊東由樹

川村光大郎

藤木淳 平岩孝典

２月２０日（土） チャリティーオークション ２月２１日（日）

村田基 伊豫部健

村上晴彦 木村建太


