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この結果を参考に、今後の大会運営に少しでも多くの意見を生かし、ＥＳＴをさらに 楽しい大会にしていきたい

と思います。アンケートの回答ありがとうございました。 
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●●●●感想感想感想感想のののの言葉言葉言葉言葉    ●●●●今後今後今後今後のののの希望希望希望希望・・・・提案提案提案提案などなどなどなど    ●●●●あまりあまりあまりあまり良良良良くなかったくなかったくなかったくなかった事事事事やややや悪悪悪悪かったかったかったかった事事事事    

●●●● ご苦労様でした m(_ _)m 次回も頑張ってください。 

●●●●●●●● 大会運営、大変ご苦労さまでした。私自身初めての経験であり、顔見知りがいない為と釣果がなかった為少し寂しい大会でした。年 1 行事と言わ

ずシーズンインする９月頃から月 1 くらい楽しめたら良いと思うくらい大会前からも楽しめました。また参加させてくたさい 

●●●● 楽しく参加できました。来年も参加したいと思います。ありがとうございました。 

●●●● ・日の出時間が遅いので 10 月後半くらいが希望です。 

・運営側の準備に費やされる時間、協賛企業への負担も考えると年 1 回のお祭りみたいな感じでいいと思います。 

・複数ウェイン賞、三色（なんでも三魚種）賞、などもあったら面白いかもです。 

●●●● 楽しかったです 来年こそは魚持ち込みまぁす また宜しくお願いします m(._.)m 

●●●● とても楽しめました 次回も楽しみにしています 

●●●●●●●● 良い大会でした 来年は２回が希望です♪ 

●●●● この度、大会に仲間内四人で参加させていただきました。とても満足しております 来年も是非参加させていただきたいと思ってます 主催者側

は大変かと思いますが第二回も楽しみにしています 

●●●● 運営お疲れさまでした。このようなトーナメントに参加でき、とても楽しめました。運営側としては前々からの準備、片付けなど大変な作業だったと

思います。改めてお疲れ様でした。また、開催するようなら是非とも参加させて下さい。楽しみにしてます。 

●●●●●●●● サーフ仲間があまりいませんので、今回の大会はとても嬉しかったです。もう少し情報交換ができると良かったです。ESH の方達が私費を出され

いるのでは？それが負担なっているなら会費を集めてはどうですか。会費の管理が大変になるかな？。あと手伝いを募集したくれればいいと思

います。とにかくこのような大会を開催して頂き有難うございました。 

●●●●●●●● 大会運営のメンバーのお方達、ご苦労様でした。忙しくしていたのでお話しする機会がなく残念でした。 

もう少しメンバーの方との交流が出来ればよかったかな～？誰がどのブログの方かもあまりわかりませんでした。また、機会がありましたら参加

したいと思います。 

●●●● 会場までの案内図とか中止案内の連絡などとても親切にしてくださり何も不案なく参加出来ました。是非とも第二回目の大会開催をお願いいたし

ます m(__)m 

●●●● 是非、次回も参加させて頂きたいと思っています！本当に今回の大会は楽しくできたし、良い経験させて頂きました。ありがとうございました。ＥＳ

Ｈの皆さんご苦労様でした。 

●●●●●●●● 楽しかったので次回も参加したいと思います。主催者側は大変だと思いますが、春と秋の２回あるといいですね(笑) 

●●●● 延期決定があまりにも遅すぎます！前日 17 時というのは過去に色々な大会出ましたが聞いたことがありませんせめて、前日 12 時しなければい

けないと… 

●●●●●●●● 参加費のルアーについて持ち回りにて参加賞は非常に良いと思いますし次回もそうして戴きたいと思っておりますが「サーフ」の大会にて同一趣

味の方々の大会と思いますので、参加費のルアーはサーフ用と限定できないでしょうか？（ちなみに私は参加費として納めたルアーはサーフ用

でした）今回参加賞として頂いたルアーは港湾用でしたので・・・（サーフではチョット使用しがたい物でした）参加賞として頂いて使用できる物にし

て頂ければ幸いです。勝手な意見にてすいませんが今回、1 つ残念な事でしたので・・・ただ次回も是非参加したいと思っております。 

●●●●    楽しんで大会に参加する事ができました。次回も参加したいと思います。ありがとうございました！ 

●●●●    この度は楽しいイベントを開催頂ありがとうございました。運営側の方々には感謝が尽きません。 

m＊＊＊やグ＊＊等に書かせていただきましたが、また是非とも開催を心より楽しみにしております。 

●●●● ●●●●

●●●●    

開閉会式がもうすこし、スムーズだとよかったです。（リハーサルは行いましたか？）トーナメントスタート時の車の誘導が、到着順？ではなっかた

ようで、早く到着した割りに遅いスタートになった人が多かったように思います。総合的には、第一回としては、成功だったと思います。第二回以

降も参加させて下さい！ 

●●●●●●●● 開催前から開催後までスムーズに対応頂気持ちよく参加できました。次回もよろしくお願いします。予算もあると思いますが、今後大会上位入賞

者には記録として残るトロフィーなど自宅でかざれるものがあったら良いと思います。 

ありがとうございました。 

●●●●●●●●    準備～当日～後処理までお疲れ様でした！大変楽しく参加させて頂きました！ 

気になった点は… 

表彰式の時に、拍手を誘導するような事があると良かったかもです！マゴチ・シーバス部門の時は拍手が無く寂しかったので、ヒラメ部門の時に

思い切って拍手してみたら皆さん続いてくれました（笑） 



 

●●●●感想感想感想感想のののの言葉言葉言葉言葉    ●●●●今後今後今後今後のののの希望希望希望希望・・・・提案提案提案提案などなどなどなど    ●●●●あまりあまりあまりあまり良良良良くなかったくなかったくなかったくなかった事事事事やややや悪悪悪悪かったかったかったかった事事事事    

●●●●●●●● 今年は、気候不順？で思ったより釣果が皆さん（私も含め）あげられなかったと思います。来年は、気候状況に応じて開催月を決定されることが

ベターと個人的に思っておりますが、運営されるスタッフさんのことを考慮すれば、スタッフさんの活動し易い時期でよいと思います。また、最後の

くじ引き大会は、当たった方が次のくじ引きをする形式も面白いかと思います。 

勝手なことを記述しましたが、来年も開催を楽しみにしています。来年こそ今年釣られた座布団の方の横にいましたが、座布団で優勝したいです

ね！スタッフの皆さん御苦労さまでした。また、ありがとうございました。 

●●●●●●●● 凄く楽しむ事が出来、とても感謝しております！楽しかったので、年に何度か( H＊＊の様に)開催して頂けたら言う事無しです（笑） 

でも・・・て＊＊＊さんが痩せちゃいますかね・・・(^_^;) 

次回も無理をしてでも絶対参加させて頂きます（笑）最初から最後までお疲れ様です！本当に有難う御座いました m(_ _)m 

●●●●●●●● 大会運営お疲れ様でした。大成功の大会では無いかと思います。 

・ゲーム性を高める為に、魚種縛りがあった方が萌える Z～！ 

・ゲスト様が居たのはサプライズ！ゲストからのトークショー欲しかった Z～！ 

・抽選会等で番号だけでなく、氏名をあげてもらえばその後のコミュが取れた？ 

・サーフにアレだけのアングラーが並んでいたので、車でのランガンは安全と見た目の印象の為、止めた方が良い！（参加者かは定かではない

が・・・） 

ホントに素晴らしい大会でしたので、運営側に回ってみたいと思うくらいでした。チームの皆さん、お疲れ様でした！ 

●●●●●●●● まだ９月１０月ならまだしも１１月末は５時スタートでも十分だと思う。また１１月末は日の出時間も遅いので計測時間もそれに合わせて１０時から

くらいが良かった。 

ただ大会自体は雰囲気もよくとても楽しむことができました。参加賞や抽選会も充実していてよかったです。 

●●●● 盛り上げるためにお立ち台が欲しい。(入賞者は一位発表まで戻らずお立ち台) 

●●●●●●●● EST メンバーの方々ご苦労様でした。楽しい時間を過ごす事が出来 有り難うございまいた。次回開催も宜しくお願いいたします。開会式、閉会式

の喫煙者のタバコのポイ捨てが ちと気になりました。 

●●●● いろいろ楽しかったです。釣果はありませんでしたが。今後の ESH の活躍をブログ等で期待しております。 

●●●● とてもいい大会だったと思います。感動でした。 

●●●● 私もこのような釣りイベントに参加したのは生涯で初めてだったのですが雰囲気も良くてまた手作り感満載の大会であったため とても気持ち良く

楽しく過ごすことができました。参加して本当に良かったと思います。ありがとうございました。 

主催メンバーさんのご苦労や奮闘ぶりも現地で目にしたり、ブログで拝見したりしてますが そのような皆さんのきめ細かい準備と努力があった

からこそ本大会が成功で終えられたんだと思います。第１回としては１００点満点の上出来でしたよ！今回は私自身結果を出すことができなかっ

たので残念でしたが次回開催でリベンジしたいので第２回を必ず開催してくださいね。よろしくお願いします！ 

●●●● ●●●●

●●●● 

記念となる第１回遠州サーフトーナメント大会おつかれさまです。ブログは毎日、活力源として拝見させていただかせてもらってます。 

大会、当日は、釣り日和って感じでしたが、結果はさみしい～結末になってしまいました。参加も気軽に出来て、参加費も格安、参加する方として

は、次回も必ずやって欲しい大会です。最後に、一目散にポイント向かう車に対して、駐車場でルールを守れなかった車、公道でブチ抜いて行っ

た車があり、イラッとしました。受付後、即スタートの方が混雑避けれると思いました。 

●●●● 楽しく参加できました。続けて開催してほしいです。 

●●●●●●●● ５０歳にして初めてこのような大会に参加させて頂きました。日頃、ＥＨＳメンバーさんのブログを拝見させて頂き、大会への意気込み，連携の良さ

を感じていましたが、大会当日も見事な連係プレーだったと思います。１８０名弱のエントリー、多くの協賛、ＥＳＨメンバーさんの親しみやすさの表

れではないかと思います。この様な敷居の低い(誰でも気楽に参加できる)大会を末永く開催して頂きたいと思います。後、２５年くらいは参加した

いと思います。(７５歳か！) 

開催回数ですが、あえて年２回とさせて頂きました。ＥＨＳメンバー方々の苦労を考えると心苦しいのですが、参加する側としてはとても楽しい大

会でした。後１回は６～６月頃？ＥＳＨメンバーさんの自己紹介が有っても良かったかな？っと思います。掲示板に写真とコメント。あらためて、楽

しい大会をありがとうございました。お疲れ様でした。 

●●●● ほかの大会みたいに夕方から翌朝の方が魚をつることができるのでいいと思います。 

●●●● スタッフが喫煙しながら（くわえ煙草で！！）は、目に余る物を感じました。 

●●●●●●●● 開催時期ですが、自分的には 11 月上旬位が遠州地域では一番魚の捕獲確率が高いんじゃないかなと思いますが出来たら検討お願いします。

大会の件はとても楽しく参加させていただき有難う御座いました。次回もまたエントリーしたいと思います．お疲れ様でした。 

●●●● 商品狙いの釣りではなく、ただ釣りが好きな人が集まる感じが良かったです。来年は世界で 1 個のチャンピオン帽子を目指して頑張りたいと思い

ました。 

●●●●    帰りの誘導まで気持ちよくやってくれて、大変良かったと思います。 

●●●●    TOURNAMENT すばらしい企画だと思います！参加させて頂いた自分達も普段の釣行よりも熱い釣りができましたことに感謝してます！ 
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●●●● インタビュー（釣った時の状況、ルアー等）が優勝者のみだったはずですが３位くらいまでの方までしていただいたら、色々参考になるので、やっ

ていただきたいです。また、＊＊さんなどの有名アングラーもゲストとして参加してもらったらうれしいです 

参加費のルアーですが、友人が浜名湖で使うような 9ｃｍのサ＊＊が当たりサーフじゃ使えないと嘆いていたので、せっかくサーフの大会なので

サーフで使えるルアーになるよう制限をもう少し強くした方が良いと思います（ミノーだったら 10ｃｍ以上など） 

●●●●●●●●  折角の協賛品なのでしっかりと紹介して欲しかった。楽しかったので次回開催も出ます。 

●●●●●●●● ふかふかの砂地に誘導され危うくスタックしそうになった。 

また参加させていただきます。素晴らしい大会ありがとうございました。 

●●●● 運営サイドの方に負担が掛かってしまいますが、豚汁とか甘酒とか準備して交流が深める場があればもっと盛り上がって良いと思います 

●●●●●●●● 運営お疲れ様でした。とても楽しい大会でした。 

シーバス、マゴチは部門分けて頂ければ、長さだとどうしてもシーバスに負けてしまいます。 

●●●●●●●● 運営お疲れ様でした。開催回数は、あんな楽しい雰囲気の大会なら年２～３回でも参加したいですが、主催者さんたちが大変すぎますね。毎年

恒例の大会（遠州灘サーフ名物）にしていって欲しいです。シーバス・マゴチは部門分けしてもらいたい、長さではマゴチが不利かと。 

●●●● 素晴らしい大会でしたね！次回も開催したいですね。皆さんからの意見を活かせるようにしていきたいと思いました。 

●●●●●●●● とてもいい大会だったと思います。感動でした。参加費（ルアー）より多くのプレゼントありがとうございました。また、＝＝というだけで T シャツまで

頂きありがとうございました。クリーン作戦はごみがまだあったので、もう少し大きな袋でもよかたかなぁと思いました。また日程が合えば参加した

いと思います。初めての遠州の浜だったので、とても浅くてびっくりしました。 

●●●● 良い大会でした！ 

●●●● ESH の皆さまお疲れ様でした。自分は一匹も釣れなかったけど、また参加したいと思います。この次もまた開催よろしくお願いします。 

●●●●●●●● 1DAY での開催はとても雰囲気がよく大会に参加しているという実感が持てました。それとサーフのつりにおいてはデッドフィッシュの処理におい

ても皆さん食べると言う処理の元大会を行えば問題はなく、是非続けていってほしいと思います。 

●●●●●●●● とても楽しめました。来年も是非参加したいです！ お立ち台があると良いかもしれませんね 

●●●●●●●● 初めての大会、初めての運営、大変お疲れ様でした。そして有難うございました！とても楽しかったです。 

ウエイインできませんでしたが。全体写真も圧巻でしたね。 

天候に左右されますので運営や決断が大変だったと想像します。ですので 20 日の順延決定は妥当な判断と思いました。また、クリーン作戦も今

後も続けていければ良いですね。たとえ釣れなくとも掃除するだけでも参加した甲斐があったと思います。ゴミ袋、もっと大きくても良かったので

は？（立派な厚手の袋でしたね）悲しいことですが入りきらなかったので。 

別に袋いっぱいにしなくても良いので、と断りを入れておけばよいと思います。それと、ゴミの分別、ご苦労様でした。分別の人手も馬鹿にならな

いのでは？あらかじめ種類によって大枠、捨てる場所を決めてあれば参加者が自分たちで分別するのも有りかなと思いました。役員の方が誰か

は立ち会う必要はあると思いますが。 

ゴミとカードと引き換えに参加賞抽選、スムースでよかったと思います。閉会式が始まるまで参加賞眺めながら会話も出来ますし。 

計量や表彰の待ち時間、割と手持ち無沙汰な感じもしましたのでたとえば 

・ＢＧＭを流す 

・ウエイインしてきた魚体をヒットルアーとエントリーカードと軽いコメントと一緒に並べて展示する 

などあまり手間の掛からない、でもなんとなくワクワク出来る手もあるかなと思いました。いずれにしても大変楽しく過ごさせていただけました。来

年以降も末永く続けてください。参加させていただきます！本当に有難うございました。今後も皆様のブログやＨＰを参考に楽しく読ませていただ

きます。 

●●●● お疲れ様です 裏方の皆様方には感謝感激であります。 様子見の人が多々あり 「来年は出るぞ！！」という声が聞こえてきますし雰囲気も良

いので来年は参加者が増えると予測します 皆で少しずつでもお手伝いし大会を盛り上げて行ければと思っています。 

「楽しい想い出」を作っていただきありがとうございました。 

●●●● この度は主催者の皆様、ご苦労様でした。サーフの大会は初めての参加でしたが、大変楽しく過ごす事が出来ました。ありがとうございました。今

後も、実施されるようでしたら、宜しくお願い致します。 

●●●● ESH の皆様、大会運営大変お疲れ様でした。初回で大人数の参加、雨天延期、スポンサー集めなどご心労が多かった事と思います。おかげさま

で楽しい時間を過ごすことができました。ウェイインできなかったことが心残りですが、第 2 回大会を開催していただけるのなら次こそはウェイイン

したいと思います。ありがとうございました。 

●●●●●●●●    盛大に開催され、大盛況だったと思います。参加して良かった～！とか、来年は是非参加した～いとかの声を聞くことも出来ました。 

事故無出来た事が何よりですね。しかしながら大会が大きくなると万が一を考慮しての保険加入は、必要な気がしますが、とかくお金の掛かる事

ですので、賛否両論でしょうが？ 

 

    



    

    

●●●●感想感想感想感想のののの言葉言葉言葉言葉    ●●●●今後今後今後今後のののの希望希望希望希望・・・・提案提案提案提案などなどなどなど    ●●●●あまりあまりあまりあまり良良良良くなかったくなかったくなかったくなかった事事事事やややや悪悪悪悪かったかったかったかった事事事事    

●●●●●●●● ESH の皆さん、当日はお疲れ様でした。チームの方と面識が無かったので、＊のブログへコメントを入れさせていただきました。 

第一回目とは思えないほど、登録から延期の連絡、当日の駐車場誘導から受付、そして終了まで、とてもスムーズだったと思います。参加費も本

当にルアー１個でいいの？って感じで、参加しやすかったです。 

釣行時間：もう少し長くてもいいかな？最終的に戻るのに少々慌てました。 

保険：基本的には自己責任だと思います。ただ、万全を期すなら保険加入の方向で開催した方が、主催側の安心にも繋がると思います。 

その他：主催側の負担が増えるのを承知の上で・・・。(謝) 

・ウエイインを釣行時間内常時受付が出来るといいかなと思いました。 

あと、このアンケートもすばらしいと思います。 

自分自身、当日はすごく楽しめました。素直に凄い人たちだなあと思います。今から、次回開催がたのしみです。ESH。いいチームですね～！！

本当に大変だったとおもいます。おかげさまで楽しかったです。ありがとうございました。 

●●●● 自分なんかは、ほとんど１人釣行なので、情報はブログか、ショップの掲示板なので、勉強のために、釣果のあった参加者に、釣れた時のテクニ

ック的なこと等も聞いてみたい。（使用ルアーのリトリーブスピードであったりロッドの操作など 

自分はサーフでまだ、１度もシーバスを釣ったことがありません。・・・・釣ってみてー！ 

●●●● 青物の回遊もある時期にもやってみたいです 

●●●● 第二回もぜひ参加したいので開催お願いします！！ 

●●●●●●●● よく準備された大会で、楽しめました。参加賞も参加費以上で、それってスゴい事だと思います。 

優勝者の胴上げとかあったら良かったです。 

●●●● もう少し釣れてくれれば良かったですね。検量したかったぁ～（笑） 

●●●●●●●● 大会の運営お疲れ様でした。またよろしくお願いします。計量を見て魚は活かして持ち帰った方がいいんじゃないかと思いました。釣って来たよ的

な感じがあって、死んでたら、前日から埋めてたなんてことができそうで…。 

●●●● ESH メンバー様、お疲れ様でした。楽しいイベントありがとうございました。また、次回も参加させてもらいます。 

 


