
今期も26魚種とグランドダービーで開催決定！　
D.Y.F.Cフォトダービー!! 条件2021
上位入賞者にはトロフィーや釣具などをプレゼント！　会員のみなさんが釣った自慢の魚を写真で投稿。大き
さを競う全国規模の釣り大会を今期も26部門とグランドダービーで開催します。
自分で考え、自分で工夫し、自分で動く。というテーマに則り、応募条件を見直しました。釣りに行くときにはフォト
ダービーに必要なグッズを持って出かけましょう！　みなさんの投稿をお待ちしております！！

参加方法
写真２枚と釣行レポートをD.Y.F.C 会員サイトに
投稿するだけでＯＫです !!

前記の撮影ルールの他、以下にあげた条件に従って投稿してください。

２枚の写真を撮る

写真をアップロードする

応募の手順と写真撮影のルール

釣り場で本人が釣った魚を持っている写真 検量シートに魚と
会員カードを乗せた写真

昨年度とルールや手順がことなるところがあります。よく確認してから
釣りに行きましょう。

釣行レポートを書く

どのダービーでも必ず救命具（ライフジャケット）を着用すること。
なお船釣りで着用する救命具には８ページの下段にある規則が法律で定められています。

写真１ 写真 2

《撮影する時のルール》

《撮影する時のルール》

★D.Y.F.Cキャップをロゴが
見えるようにかぶる。
★釣った魚と自分をしっかり写す。
★救命具はしっかり見えるように
撮影する。

★釣り場がわかるように
背景（水面）も写す。
※笑顔も大切！

★会員カードをのせて撮影する。
※ハサミやプライヤーでシートを押さえてもOK

★検量シートのメモリが見えること。
★魚の口を検量シートの０㎝に合わせる。

注
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点
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う
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※顔が暗くならないように日中でもストロボを使い撮影しましょう。 
※夜釣りでは、釣り場の背景がわかるように夜景モードを使って撮影しましょう。 
※魚の検量写真は真上から撮影すること。 
※検量シートでは測りきれない大型魚は、別の検量シートまたは市販のメジャーを追加
して一緒に撮ってください。検量シートは必ず必要です。

注
意
点

※釣った日は4月1日になっているので必ず変更してください。
※釣り方は自由ですが、どうやって釣ったか詳しく記入してください。
※釣り場は、○○県○○市○○川または○○湾など、 具体的にわかるように明記してください。
※コメント・エピソードには仕掛けやエサ、ルアー、釣り方、釣り場の状況や釣った時の感想なども詳しく書いてください。特別賞はコメントが大切です！

『フォトダービー応募』より写真アップロード作業を行います。①で用意した２枚の写真をアップロードします。

上に魚を持っている写真を、下には検量シートに魚とカードを乗せた写真をアップロードします。写真は逆さま、横向

きでも構いません。D.Y.F.Cデスクが修正します。

②の写真のアップロードが終了したら、続けて応募フォームに必要事項を記入します。

釣った日、釣り場、釣り方など必要事項をはっきり記入してください。

もれなく記入したら「入力内容の確認」でよく確認の上、「投稿する」ボタンを押して投稿完了となります。

●すべての釣りに救命具（ライフジャケット）を着用してください。
●ダービーの対象魚を釣って開催期間中に投稿してください。なお魚種によっては条件がありますので確認ください。
●開催期間中（4月1日～11月21日）に釣った魚の写真を釣った日から1か月以内に投稿してください。
●今期は魚の大きさの規定、釣り方、釣り場が自由です。（釣り場のルールとマナーが優先です）。
●会員本人が釣った魚に限ります。（取り込みは手伝ってもらってもOK）。
●すべてのダービーに何度でも応募できますが、同じ日に釣った同魚種は1日1匹のみ有効とします。 
●投稿する魚は国内で釣ったものに限ります。ただし大物ダービーのみ海外で釣ったものも対象とします。
※詳しくは９ページをご覧ください。

●魚の大きさは、５mm単位で切り捨てします。
（例）25.7cmの場合は25.5cm。25.2cmの場合は25.0cmとなります。
※イカは胴の長さで測ります

●１位から３位までで大きさが同じ場合は、応募の先着順でランキングを決定。なお、４位以下は同一順位で発表します。 
●グランドダービー（年間合計長寸）部門は、応募された各ダービーの最大サイズを合算して決定します。 
●ランキング（順位）は応募した中の一番大きい魚を対象にします。

●11月21日（日）まで

【以下は失格。サイズを「0」に、または投稿を無効とします】
●上記条件から外れた写真や合成写真。
●持っている魚と検量シートの魚が違う場合や釣り場が異なる写真。
●背景がまっ暗な写真。角度を付けて撮った検量写真。ピンぼけ写真。
●釣行レポートの撮影した場所の表記が、野池や某所など特定できない場合。
※審査についての質問や会員への中傷については固くお断りしております。また最終審査決定後のクレームも
受け付けませんので、ご了承ください。

審査

締切

●順位の途中経過はクラブサイトのフォトダービー「ランキング」に掲載しますが、最終審査は全ダービー終了後の
12月に発表します。

●参加賞の他、各部門の1位から３位までにはトロフィー・表彰状・グッズを用意しています。さらに各部門に特別賞
を設けていますので、魚が小さくてもどしどし投稿ください。
特別賞のキーポイントは、良い笑顔と楽しそうなコメントとなります。 

●すべての賞品は2021年12月末までに発送します。また参加賞はひとり、ひとつとさせていただきます。
※投稿いただいたすべての写真はD.Y.F.C会員の活動・作品としてホームページやSNS等で使用させていただくこと
がありますので予めご了承ください。

定員12名以上の遊漁船に乗る場合は、国が安全性を確認した証である
『桜』マーク（型式承認試験及び検定への合格印）と全ての小型船舶に対応
するTYPE A表記のある救命具を着用してください。
※フォトダービー応募写真もこのタイプの救命具着用でお願いいたします。

●黄色やオレンジ色などの発見されやすい色です。
●サーチライトを反射する反射材がついています。
●存在をアピールするためのホイッスル（笛）がついています。
●浮力は体重によって規定があります。

発表と表彰

小型船舶の乗船者に救命具の着用が義務化されています

一般的に「桜」マークと「TYPE A」表記は、こんなところに付いています。購入する際はよく確認してください。

ベ
ス
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型
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動
膨
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TYPE Aの特徴
全ての小型船舶に法定備品として搭載するこ
とができるタイプで、次のような特徴があります。

①

②

③

応募のきまり 釣り場のルール（釣り方、釣期）、マナーを守り安全に気を付けて楽しみましょう！

『桜』マーク
さくら

義務化や救命具に
ついての詳細は、
こちらを参照ください。
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特別賞のキーポイントは、良い笑顔と楽しそうなコメントとなります。 

●すべての賞品は2021年12月末までに発送します。また参加賞はひとり、ひとつとさせていただきます。
※投稿いただいたすべての写真はD.Y.F.C会員の活動・作品としてホームページやSNS等で使用させていただくこと
がありますので予めご了承ください。

定員12名以上の遊漁船に乗る場合は、国が安全性を確認した証である
『桜』マーク（型式承認試験及び検定への合格印）と全ての小型船舶に対応
するTYPE A表記のある救命具を着用してください。
※フォトダービー応募写真もこのタイプの救命具着用でお願いいたします。

●黄色やオレンジ色などの発見されやすい色です。
●サーチライトを反射する反射材がついています。
●存在をアピールするためのホイッスル（笛）がついています。
●浮力は体重によって規定があります。

発表と表彰

小型船舶の乗船者に救命具の着用が義務化されています

一般的に「桜」マークと「TYPE A」表記は、こんなところに付いています。購入する際はよく確認してください。

ベ
ス
ト
型

自
動
膨
張
式

TYPE Aの特徴
全ての小型船舶に法定備品として搭載するこ
とができるタイプで、次のような特徴があります。

①

②

③

応募のきまり 釣り場のルール（釣り方、釣期）、マナーを守り安全に気を付けて楽しみましょう！

『桜』マーク
さくら

義務化や救命具に
ついての詳細は、
こちらを参照ください。

国土交通省

こんき ぎょしゅ かいさいけってい

じょういにゅうしょうしゃ つりぐ かいいん つ じまん さかな しゃしん とうこう おお

きそ ぜんこくきぼ つ たいかい こんき ぶもん かいさい

じぶん かんが じぶん くふう じぶん うご のっと おうぼじょうけん みなお つ い

ひつよう

しゃしん

さんかほうほう

まい

しゃしん しゃしん

しゃしん

しゃしん

おうぼ しゃしん さぎょう おこな ようい まい しゃしん

しゃしんうえ さかな も した けんりょう さかな の しゃしん しゃしん さか よこむ

かま しゅうせい

しゃしん しゅうりょう つづ おうぼ ひつようじこう きにゅう

つ ひ つ ば つ かた ひつようじこう きにゅう
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つ かた じゆう つ くわ きにゅう

つ
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よづ つ ば はいけい やけい つか さつえい
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けんりょう はか おおがたぎょ べつ けんりょう しはん ついか
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かくにん うえ とうこう お とうこうかんりょう

ちょうこう か

つ ば ほんにん つ さかな も しゃしん けんりょう さかな

しゃしんのかいいん

と かなら

さつえい とき

さつえい とき

ふねづ ちゃくよう きゅうめいぐ げだん きそく ほうりつ さだ

きゅうめいぐ ちゃくよう

おうぼ てじゅん しゃしんさつえい

まい ちょうこう かいいん

とうこう

も で

さくねんど てじゅん

み

つ ば

はいけい すいめん うつ
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かいいん さつえい
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けんりょう

さかな くち けんりょう あ
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たいせつ

つ

きゅうめいぐ

さつえい

み

さかな じぶん うつ

かくにん

つ

つ きゅうめいぐ ちゃくよう

たいしょうぎょ つ かいさいきかんちゅう かくにんじょうけんぎょしゅとうこう
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さかな

い い おお

いか しっかく

じょうきじょうけん はず しゃしん ごうせいしゃしん

も さかな けんりょう さかな ちが ばあい つ ば こと しゃしん
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しんさ しつもん

う つ りょうしょう

がつ にち にち
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とうこう むこう

おな ばあい
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じゅんい おうぼ なか いちばんおお さかな たいしょう

おうぼ せんちゃくじゅん けってい い いか どういつじゅんい はっぴょう
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じゅんい
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さくら かたしき しょうにんしけん およ けんてい ごうかくいん すべ こがたせんぱく

ぎむか きゅうめいぐ

しょうさい

さんしょうたいおう

ひょうき きゅうめいぐ ちゃくよう

おうぼしゃしん きゅうめいぐちゃくよう ねが

とちゅう

しょうひん

こがたせんぱく じょうせんしゃ

いっぱんてき さくら ひょうき

すべ こがたせんぱく ほうていびひん とうさい

つぎ とくちょう

きいろ いろ はっけん
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う
ぼ
う
ち
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た

いろ

はんしゃ はんしゃざい

そんざい ふえ

ふりょく たいじゅう きてい

つ こうにゅう さい かくにん

きゅうめいぐ ちゃくよう ぎむか

とうこう

あらかじ りょうしょう

しゃしん かいいん かつどう さくひん など しよう

ねん がつまつ はっそう さんかしょう

けいか けいさい さいしゅうしんさ ぜん しゅうりょうご

がつ はっぴょう

さんかしょう ほか かくぶもん い い ひょうしょうじょう ようい かくぶもん とくべつしょう

もう

とくべつしょう よ えがお たの

さかな ちい とうこう

かぎ おおもの かいがい つ たいしょう

くわ らん

ぜんきじょうけん

しんさ

しめきり

はっぴょう ひょうしょう

さつえい ほか いか じょうけん したが とうこう

ば つ かた ちょうき まも あんぜん き つ たの

つ い

とうこう ま

おうぼ

とくちょう

こくどこうつうしょう



D.Y.F.Cフォトダービー対象魚とスケジュール
2021 開催期間 ４月１日～ 11月21日

自分で考え、自分で工夫し、自分で動く。
釣り方・釣り場も自分で考えて工夫してください。

2020年度　グランドダービーの優勝は神奈川県・小林さんに決定!!
合計長寸は驚異の
1,281cm!!

スピーディーに、確実に申込みが完了する
インターネットからお申込みください。

◆費用は全国一律で 往復の送料1,500円（税込み）のみです。
◆期間は10泊11日おひとり様２セットまでレンタルＯＫ。

船釣り用のラインナップを拡大して全22種類に！
充実のレンタル釣具で新しい釣りにもチャレンジ!!2021

★参加できる魚の大きさは自由に！
★釣り方も規定をなくし自由としました。
★さらに釣り場も自由となっています !!

今期より
※海の魚も川の中まで入ってきます。ルアーで釣れないと
思われていた魚がルアーで釣れたり、そういった魚も狙える
ように自由度を広げました。工夫して狙ってみてください。そ
して投稿にはできるだけ詳しくコメントを書いてください。

レンタル釣具のお申込みフォーム
は、D.Y.F.C会員サイトのレンタル
専用ページにあります。その画面
から手続きをお願いします。

2020年度はコロナ禍のため3ヶ月程中断してダービーを開催しました
が、なんと、総投稿回数は34回！　26ダービー全てにエントリーしてくれ
て、その合計長寸は1,281㎝！  と驚異的。本当にがんばりました。
たくさんの投稿ありがとうございました。今年も様々な釣りにチャレンジ
してくださいね！　　
みなさんも、釣りに行ったらどしどし応募してください。

釣り場には、釣り禁止期間や釣り禁止場所、撒き餌（コマセ）禁止などのルールがあります。
特に渓流やアユ、サケは地域ごとに禁漁期間＆区域が異なっています。事前に釣具店や漁協で確認して釣行してください。

重要 釣り場・釣り方・大きさは自由ですが、すべては釣り場のルールが優先です。よく調べて楽しみましょう。

会員のみなさんの釣行を応援するレンタル釣具システム。使いやすいタックルを10日間使用できる上に、費用
は往復送料のみ！  それも、家族や友達と楽しんでもらおうと２セットまで申込み可能です！  ぜひご活用ください。

お申込み方法 費用と期間

No レンタル釣具
つりぐ

ねらいの魚
さかな

リール詳細
しょうさい

ロッド詳細
しょうさい

買い物
か もの

※リール、竿の指定はできません。なお、お申込みは、釣行日の7日前までに済ませてください。（７日前以降の緊急出荷および発送先の変更はできません）
※当サービスが利用できるのは、入会申込み後、会員カードがご自宅に届いてからとなります。また、登録住所のみの発送となります。
※使用するルアーや仕掛け、エサなどは同封している「攻略法付き安心ガイド」を参考に、釣具店でお求めください。
※会員みなさんにご利用いただく釣具です。ルール、マナーを守り大切に扱ってください。

さお

とう りよう にゅうかいもうしこ ご かいいん じたく とど

してい もうし こ ちょうこうび かまえ す か まえ  いこう きんきゅうしゅっか はっそうさき へんこう

しよう しか

かいいん りよう つりぐ まも たいせつ あつ

どうふう こうりゃくほう つ あんしん さんこう つりぐてん もと

とうろく じゅしょ はっそう

エギング用リール＆ロッドセット3
よう

アオリイカ

ごう ばん

ごう

いと

せんよう エギ・ハリスなど
糸がらみのないインターライン
エギング専用ロッド

PEライン0.8号つき2500番スピニング
（リーダー2号をつけてください)

ちょい投げ＆サビキ釣り用
リール＆ロッドセット

4
な つ よう

キス・アジ・サバ
ハゼ・コイ

ごう いと ごう なが

な エサ・仕掛けなど
しかオモリ10～15号、長さ3.0～3.3ｍ

ちょい投げロッド
ナイロン3号糸つき
スピニングリール

投げ遠投釣り用リール＆
ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

5
な えんとうづ よう

シロギス・カレイ

ごう しょく いと

な せんよう

ごう なが ぜんご

なふりだ せんよう
オモリ25～30号、長さ4.0ｍ前後
振出し投げ専用ロッド

ナイロン2号4色ちから糸つき
投げ専用リール

防波堤＆磯釣り用リール＆
中通しロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

6

ぼうはてい いそづ よう

なかどお チヌ・グレ・アジ

ごう いと
ごう なかどお いそざおナイロン3号糸つき

スピニングリール
1～2号　4.2～4.8ｍ　中通し磯竿

防波堤＆磯釣り用リール＆
外ガイドロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

7

ぼうはてい いそづ よう

そと チヌ・グレ・アジ
ごう いと

ごう いそざおつきナイロン3号糸つき
スピニングリール 1.5～2号　4.5ｍ　ガイド付磯竿

船キス・カレイ釣り用
リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

8

ふね つ よう

キス・カレイ・カサゴ
イシモチ

ごう

ばん

ちゅうしん せんようPEライン1号つき
2000番スピニング

1.8ｍを中心とした　キス専用ロッド

船カワハギ釣り用
リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

9
ふね つ よう

カワハギ
ごう

こがた りょうじく

ちゅうしん せんようPEライン１号つき
小型両軸リール

1.8ｍを中心とした カワハギ専用ロッド

船釣り浅場釣り用
手巻きリール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

ふねづ あさば

てまき

つ よう

タチウオ・タイ
ヒラメ・アジ・イサキ

ごう ふねざおなが

11 PEライン2号つき両軸手巻きリール
ごう りょうじく てま

オモリ20～80号　長さ1.9ｍ船竿

10 船釣りライトタックル
リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

ふねづ アジ・イサキ・メバル
カサゴ・イシモチ
アマダイ・マゴチ・タイ

ごう

こがた りょうじく

ごう ふねざおながPEライン1号つき
小型両軸リール

オモリ20～60号　長さ1.9ｍ船竿

PEライン3号つき300番電動リール船釣り中深場釣り用
電動リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

ふねづ

でんどう

ちゅうふかば つ よう

ヒラメ･アジ・イカ
タイ・イサキ・タチウオ

ごう ばんでんどう

ごう

なが ふねざお13
オモリ50～150号

長さ2.4ｍ船竿

船アジビシ＆イカ釣り用
リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

PEライン3号つき300番電動リール
ごう ばんでんどう

ふね つ よう

アジ・タイ・ヤリイカ
スルメイカ

ごう

なが ふねざお14
オモリ80～150号
長さ1.9ｍ船竿

管理釣り場ルアーフィッシング用
リール＆ロッドセット

トラウト用ルアーなど
かんりつ ば よう

ニジマス･ヤマメ
ブラウン

ちゅうしん
よう

15
ナイロン4ポンドラインつき
スピニングリール

1.8ｍを中心とした
ウルトラライトアクションスピニングロッド

バスルアーフィッシング用
スピニングリール＆ロッドセット

バス用ルアーなど

よう

ブラックバス
ちゅうしん

よう

16
フロロ6ポンドラインつき
スピニングリール

1.8ｍを中心とした
ライトアクションスピニングロッド

バスルアーフィッシング用
ベイトリール＆ロッドセット

バス用ルアーなど
よう

よう

ブラックバス みぎま よう

ちゅうしん

17
フロロ8ポンドラインつき
ベイトリール（右巻き用）

1.8ｍを中心とした
ミディアムライトアクションベイトロッド

清流・湖沼・港湾釣り用
万能振り出しロッド

エサ・仕掛けなど
しか

せいりゅう こしょう こうわんづ よう

ばんのう ふ だ

コイ・フナ・ニジマス
ヤマメ･ウグイ・ハヤ
アジ・イワシ

さおふりだ

19 3.6～4.5ｍ　振出しヘラ竿　

ヘラ釣り専用セット エサ・仕掛けなど
しかづ せんよう

ヘラブナ・マブナ

しゃく なみつぎ ざお

さおが まんりき21
9尺（2.7ｍ）　並継ヘラ竿。　
竿掛け・万力つき

フライフィッシング用
リール＆ロッドセット

フライ・リーダーなど22
よう

ニジマス・ヤマメ
ばんよう

WF5Fラインつきフライリール 8.6フィート　＃5番用フライロッド

清流・渓流釣り用
軽量小継ぎ渓流ロッド

エサ・仕掛けなど
しか

せいりゅう けいりゅうづ よう

けいりょう こつ けいりゅう
マブナ･ニジマス
ヤマメ･ウグイ・ハヤ

こつぎ ふりだ けいりゅうざお

20 4.4～5.3ｍ　小継振出し渓流竿　

ワカサギ釣り用
電動リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

づ よう

でんどう ワカサギ

でんどう

ほん よういたん でんち

せんよう

18
ワカサギ電動リール
（単4電池2本はご用意ください。）

専用ロッド

船釣り浅場釣り用
電動リール＆ロッドセット

エサ・仕掛けなど
しか

あさば つふねづ よう

でんどう
タチウオ・タイ・ヒラメ
アジ・イサキ・イナダ 

ごう ばんでんどう ごう なが ふねざお

PEライン2号つき200番電動リール オモリ20～80号　長さ1.9ｍ船竿 

シーバスフィッシング用
リール＆ロッドセット

2
よう

シーバス
アオリイカ

ごう ばん

ごう ごう

よう7～8フィート（2.1～2.4ｍ）
シーバスロッド

PEライン１号つき2500番スピニング
（リーダー3号から4号をつけてください）

シーバス用ルアーなど

1 防波堤ライトロックフィッシュ用
リール＆ロッドセット

ぼうはてい よう

メバル・カサゴ
アイナメ

よう

ナイロン8ポンドラインつき
スピニングリール

メバル用ワームや
ジグヘッド・フック・
オモリなど

せんよう

ライトロックフィッシュ専用ロッド

12

No. No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ヤマメダービー （パーマークのあるヤマメ・アマゴ）

（ウグイ・イワナ・ブラウン・イトウ・ソウギョ・ サーモンなど。アリゲー
ターガーなどの危険魚やうなぎなど筒状の細長い魚とスモール
マウスバス・ダービー 対象の24魚種は対象外）

（マグロ、サワラ、ブリなどの青物、シイラ、 カレイ、ヒラメ、鮭類など
が対象。エイやサメなど危険な魚、 ヤガラやハモなど筒状の
細長い魚と上記24魚種、 トローリングで仕留めた魚は対象外）

（各ダービーにエントリーされた一番大きい魚の長さの合計が、
自動的に集計され順位が決まります）

アユダービー

イサキダービー

（アオリイカ・ヤリイカ
スルメイカ・マルイカのいずれか）イカダービー

（アメリカナマズは対象外）ナマズダービー

フナダービー

（スズキ）シーバスダービー

（メバルと名のつく魚）メバルダービー

（ウマズラ、ウスバハギは対象外）

（ラージバスマウス）

（ヒゲのあるコイ全般）

（オニカサゴは対象外）

（マアジ・マルアジ）

ソイダービー

アイナメダービー

マダイダービー

（キビレを含む）

（マサバ・ゴマサバ）

クロダイダービー

サバダービー

キスダービー

バスダービー

レインボーダービー

コイダービー

ハゼダービー

タチウオダービー

カサゴダービー

アジダービー

メジナダービー

カワハギダービー

淡水大物ダービー

海水大物ダービー

グランドダービー

ライギョダービー

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

参加できる魚 参加できる魚

たいしょうぎょ ふねづ よう かくだい ぜん しゅるい

じゅうじつ つりぐ あたら つ
がつ ち がつ にち

じぶん かんが

さんか

つ ば つ

つ ば つ きんし きかん つ ばしょ ま え きんしきんし

とく けいりゅう ちいき

さんか

たいしょうがい

たいしょうがい

たいしょうがい

きけんぎょ

たいしょう ぎょしゅ たいしょうがい

つつじょう
たんすいおおもの

かいすいおおもの
たいしょう

ぎょしゅじょうき しと さかな

かく いちばんおお さかな なが ごうけい

じどうてき

ねんど か かげつほど ちゅうだん かいさい

そうとうこうかいすう かい すべ

ごうけいちょうすん きょういてき ほんとう

とうこう ことし さまざま つ

おうぼつ い

ゆうしょうねんど かながわけん こばやし

ごうけいちょうすん きょうい

けってい

しゅうけい じゅんい き

たいしょうがいほそなが さかな

きけん さかな つつじょう

あおもの さけるい

ほそなが さかな

ぜんぱん

な さかな

ふく

さかな さんか さかな

きんりょうきかん くいき こと じぜん つりぐてん ぎょきょう かくにん ちょうこう

かた おお じゆう つ ば ゆうせん しら たの

さかな おお じゆう うみ さかな かわ なか はい つ

おも さかな つ さかな ねら

じゆうど ひろ くふう ねら

とうこう くわ か

つ かた きてい じゆう

つ ば じゆう

じぶん くふう じぶん うご

つ かた つ ば じぶん かんが くふう

こんき

じゅうよう

かいさいきかん

かいいん

かくじつ
もうしこ ほうほう ひよう きかん

もうしこ かんりょう

もうしこ

ひよう ぜんこくいちりつ おうふく そうりょう ぜいこえん

きかん ぱく にち さま

ちょうこう

おうふくそうりょう かぞく ともだち たの もうしこ かのう かつよう

おうえん つりぐ つか かかん しよう うえ ひよう


