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さんに決定

じ ん の  あ ず さ

アングラーズアイドル 2022

　去る2022 年１月21日～ 23日に、オンラインで開催された「釣りフェスティバル 2022」の最終日に開催
された「アングラーズアイドル 2022 最終選考会」におきまして、審査員協議の結果、13代目アングラーズ
アイドルは、神野梓（じんのあずさ）さんに決定いたしました。
　
　選考では、なかなか先の見えないコロナ禍においても人とのつながりを大切にし、持ち前の明るさと強
い情熱で道を切り開いてきた姿勢が、釣りの魅力を広く発信する象徴として今後活躍していただけるものと
考え、今回の選出といたしました。

　今後当会では、釣り業界のオフィシャルイメージガールとして、神野梓さんをプロモートしつつ、釣り業
界の発展に寄与したく存じます。つきましては、メディア様及び釣り用品メーカー様、釣具販売店様など、
業界各位におかれましては「アングラーズアイドル」の企画主旨をお汲み取りの上、積極的なアングラーズ
アイドルの起用・報道にご協力賜りたく存じます。



【名前】神野　梓（じんのあずさ）
【ニックネーム】あずあず
【生年月日】1998 年 9月9日
【年齢】23 歳
【身長】158cm
【趣味】釣り、ゴルフ、スノーボード
【特技】ダンス
【出身地】　愛知県（愛知県名古屋市在住）
【所属事務所】ソテルIT企画

神野梓　プロフィール　①

2008 年「avexのダンスボーカルユニットとしてアイドル活動開始」
2008 年「ダンススクールEXPGの特待生としてダンス活動開始」
2008 年「EXILEのバックダンサーに抜擢され 5 年間バックダンサー活動」
2018 年「レジェンド東京全国ダンス大会にて国内トップダンサーになる」
2019 年「ダンスアジア大会にて2位を勝ち取る」
2019 年「中京高校と南山大学にてダンス講師を務める」
2019 年「Instagramダンスアカウントフォロワー3万人突破」
2020 年「ダンス活動無期限休止 ※Instagramダンスアカウント閉鎖」
2021年「YouTubeあずあずチャンネル開設」
2021年「3ヶ月でチャンネル登録者数 1万人突破」

【経歴】

2021 年 6 月から釣りYouTube（あずあずチャンネル）を始めて、3ヶ月でチャンネル登録者数
1万人を突破。YouTuberとして最も大切にしていることは視聴者との釣りコミュニケーションで、
動画へのコメントには全て返信。そんな『あずあずチャンネル』の視聴者は 95％が男性で、チャ
ンネル登録者のほとんどは釣り好きユーザー。本人の釣りの知識やスキルはまだまだ半人前だ
が、視聴者の意見やアドバイスを吸収しながらアングラーとして日々成長中。アングラーズアイド
ルを目指したきっかけも視聴者達の力強い後押しであった。人を惹きつける笑顔と明るいキャラ
クターで楽しく釣りの情報発信を行っている。

【受賞コメント】

「応援して下さった皆様に感謝！」これに尽きます。知人やファンの方 と々力を合わせて勝ち取っ
たグランプリですので、みなさんの期待に応えられて本当に良かったです。選んで頂いたから
にはアングラーズアイドルの名に恥じぬよう、もっと多くの方を巻き込んで釣り業界を盛り上げて
いきます。すでに私を知っている方、今こちらを見て私の事を知っていただいた方、釣り関係者
の方々、1年間どうぞよろしくお願いいたします！



今までに経験した釣り これからやってみたい釣り

神野梓　プロフィール　②

【釣りとの出会い】

【今後の活動への抱負】

① 2023 年までにチャンネル登録者数 5万人を突破する！

② 釣りコミュニケーションの輪を広げる！

③ 釣りの魅力をまだ知らない方に釣りの楽しさを伝える！

④ 釣り場をキレイに！

物心ついた時からずっと父と一緒に釣りをしています。仕掛け作りやエサ付け、キャストまで全
て父頼みでしたが、YouTube 開設に伴い、自立を決意。現在は釣り好きなファンの方々の指
導のもと、少しずつ成長させていただいております。

【好きな釣り】

釣りであれば全部好きです！特に食べれられる魚を釣るのが好きで、YouTube の撮影にはい
つも携帯コンロを持ち込み、その場で食べることが多いです。最も得意な釣りはうなぎ釣り。
父直伝の仕掛けで、自宅の水槽いっぱいになるまで釣った経験があります。

船釣り、バス釣り、渓流釣り、堤防釣り、
ワカサギ釣り、小鮎釣り、サビキ釣り、ウ
ナギ釣り

バス釣りを極めたいです！あと、エギン
グは経験がないのでアオリイカを釣って
食べてみたいです。（金麦と共に）
シーバスもやってみたいです！

釣りの動画を週 1 日投稿！コラボも積極的に行っていき、釣り YouTuber として釣り業界
を更に盛り上げていきます。

釣り大会やオフ会など様 な々イベントを実施して釣り好きな方 と々の交流を積極的に取りた
いと思っております。

YouTube や様 な々メディアを通じ、私きっかけで「釣りを始めてみたい！」という人を増
やしていきたいと思っております。

ゴミ問題やマナー違反等で年々失われていく釣り場を守るための活動を積極的に行ってい
きます。

大きく分けて4つあります。



神野梓 (あずあず )・インスタグラムアカウント

神野梓 (あずあず )・ツイッターアカウント

@azu_sakana_

@azu_sakana

神野梓　プロフィール　③

https://www.youtube.com/channel/UCshyHgLP5SPa01QbQ9Z6Bww
あずあずチャンネル

チャンネル登録者数 1.38万人
（2022 年 1月末時点）

あずあずチャンネル 検索

1万人
開設 3ヶ月で

突破

チャンネル登録者数



　一般社団法人日本釣用品工業会は、「いかに釣り人口を増やせるか」という取り組みの一環として、
「アングラーズアイドル」の選出を2010 年より毎年行い、本年度で13 代目の選出に至りました。
　この「アングラーズアイドル」は、一般応募により募集した女性の中から1次選考・2次選考を経て、
最終公開審査により1 名を「アングラーズアイドル」として認定し、釣り業界のイメージアップに向け
た活動を行って参ります。
　アングラーズアイドルは釣りに直接興味を持っていない方々にも、釣りに関心を持っていただき、釣
りの楽しさを知っていただくきっかけにと思い企画いたしました。アングラーズアイドルには釣り業界
のイメージガールとして、釣り＝「気軽に楽しめる」「1 日中楽しめる」「家族や友人、そして一人でも
楽しめる」といった魅力を各種メディアやイベントなどへの出演により、広く世の中へＰＲして参ります。
プロの女性アングラーを目指すものではなく、釣りのイメージアップ、門戸の広さ、釣りの楽しさを象
徴し、さわやかで、新しい釣りファンをふやし、かつ業界のイメージアップに貢献して参ります。

下記はスタートプライスです。拘束時間や業務の内容に応じて、お申込み時にお願いをさせていただ

きますのでご了承ください。源泉税は含みます。消費税及び宿泊・食事・移動の経費は別途となります。

【参考出演料】

・テレビ出演

・雑誌・新聞・ラジオ    

・メーカー・販売店などのPR、宣伝広告、販売促進に関わる諸活動   

※その他、各SNS、YouTubeを利用した活動などは別途にご相談ください。

※専属契約は出来ません。（ただし釣りフェスティバル 2023 終了後は各社交渉自由となります）

アングラーズアイドルの主旨

業界関係者様へのお願い　①

　メーカー・販売店など業界関係者様におかれましては、自社の宣伝広告・番組制作・動画配信・
カタログ・パンフレット・ポスター・イベント・キャンペーンなど、また報道関係者様におかれましては、
自社の媒体記事あるいは番組づくりにおける、モデル・レポーター・チャレンジャーなどとして、ア
ングラーズアイドル“神野梓”を積極的にご起用いただきたく、お願い申し上げます。

(ご参考）

アングラーズアイドル“神野梓”のモデル・レポーター・キャンペーンなどへのご
起用をお願いいたします！

10,000 円以上（1日）

15,000 円以上（1日）

20,000 円以上（1日）

当会・業界を挙げて応援する体制となっておりますので、積極的なご起用をお願い申し上げます。



　報道関係者各社様におかれましては「アングラーズアイドル 2022 決定！」の切り口による紹介報道
に要する“神野梓”への単独取材・インタビューなどは、基本無料とさせていただきますので、よろし
くご高配・ご取材をお願いいたします。

紹介報道・出演などのお申込み・お問い合わせは

一般社団法人 日本釣用品工業会　阿部智明（あべちあき）まで
TEL : 03 -3555 -0101
FAX : 03 -5542-2929
E-mail : abe＠jaftma.or.jp
東京都中央区八丁堀二丁目 22 番 8 号
日本フィッシング会館 5 階

メディア媒体関係者様へ

業界関係者様へのお願い　②

アングラーズアイドル“神野梓”の各 SNS アカウントなどへ貴社ホームページからの
リンクならびに公式アカウント等でのご紹介等をお願いいたします。

※上記取材に伴う釣行は想定しておりませんので、その場合は、別途出演規定に準じるとお考
えください。

※別途にリンク用バナーを配布させていただきます。

神野梓 (あずあず )・インスタグラムアカウント

神野梓 (あずあず )・ツイッターアカウント

@azu_sakana_

@azu_sakana

https://www.youtube.com/channel/UCshyHgLP5SPa01QbQ9Z6Bww
あずあずチャンネル



月 日 ～ 月 日

月 日

（朝 ・ 昼 ・ 夜）

着替え場所の有無：

悪天候等の実施可否の最終判断：

御社名：

住所：

お申込みご担当者様：

電話

会社：

FAX：

携帯：

メールアドレス：

：

：

2022　アングラーズアイドル　出演申込書

送付先：　一般社団法人　日本釣用品工業会　 FAX： 03 - 55 42 -2929　　E-ma i l :   abe＠ja f tma .or. jp

出演内容（できるだけ具体的にお願いします）

スケジュール：

起用場所：

：

ウェアの手配：

あり なし

あり なし

食事の手配：

タックル類の手配：

釣りの有無（釣り有りの場合、釣りの内容＝対象魚・釣り方）

集合場所： あり なし

あり

あり なし

宿泊先からの移動手段：

解散場所：

トイレの有無：

交通手段：

宿泊場所の手配・宿泊先：


