
　　■　　日　時　： 平成26年2月2日（日）中潮　　天候:雨のち晴れ

　　■　　場　所　： 自由

　　■　　対象魚　： 本賞の部＝連盟対象魚異種（25種枠）2匹合計（スズキ・コブダイを除く）

　　　　　　　　※同寸の場合は、内1匹の大きい方を上位とする。

他魚の部＝スズキ・コブダイの１匹の寸法。（大物ランク魚以上）

　　■　　参加人員： 192名（うち女性・少年3名）

　　■　　大会ＰＪ： 滋賀投友会

　 【団体戦成績】

　優　勝＝

（永沢　弘雄 78.5㎝　　太田　豊博　67.7㎝　　辻　和也　63.1㎝）

準優勝＝

本賞の部

　　　　　　　　　　　２匹の内訳

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

優　 勝 ヤングサーフ 井口　芳之 クロダイ 44.7 マゴチ 43.0 87.7 加太

準優勝 大阪釣友サーフ 福田　昭穂 クロダイ 41.8 トカゲエソ 37.5 79.3 戸津井

3 西大阪サーフ 永沢　弘雄 キチヌ 43.0 アイナメ 35.5 78.5 鳴門岡崎、武庫川

4 大阪臥竜サーフ 溝添　宣男 キチヌ 41.0 マゴチ 32.1 73.1 紀ノ川

5 西大阪サーフ 太田　豊博 キチヌ 37.2 アイナメ 30.5 67.7 鳴門岡崎、武庫川

6 大阪黒潮サーフ 白杉　泰久 キチヌ 44.1 シロギス 20.3 64.4 紀ノ川

7 貝塚サーフ 三間　健太郎 キチヌ 43.9 クジメ 20.4 64.3 紀ノ川、みさき公園裏

8 西大阪サーフ 辻　和也 アイナメ 37.5 カサゴ 25.6 63.1 鳴門岡崎

9 ＯＫＡＣ 合田　幸男 キチヌ 43.5 クジメ 19.4 62.9 紀ノ川

10 関西投友釣クラブ 澤田　栄二 キチヌ 38.2 クジメ 24.2 62.4 武庫川

11 貝塚サーフ 早﨑　伸也 キチヌ 41.2 クジメ 20.8 62.0 紀ノ川、みさき公園裏

12 なにわｷｬｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 坂口　浩之 キチヌ 40.0 カサゴ 21.4 61.4 武庫川

13 長居フィッシングクラブ 岡田　幸夫 アイナメ 34.9 カサゴ 26.5 61.4 谷川

14 貝塚サーフ 高渕　諒 キチヌ 40.7 クジメ 20.2 60.9 紀ノ川、みさき公園裏

15 アワジフィッシングクラブ 小山　昌彦 アイナメ 40.6 マコガレイ 20.3 60.9 鳥羽市桃取

16 貝塚サーフ 野村　道雄 キチヌ 42.8 クジメ 18.0 60.8 紀ノ川、みさき公園裏

17 大阪臥竜サーフ 島田　晴夫 キチヌ 36.8 マハゼ 23.6 60.4 紀ノ川

18 高石サーフ 内山　忠雄 キチヌ 41.8 マハゼ 18.1 59.9 紀ノ川

19 なにわｷｬｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 西橋　浩 キチヌ 37.1 クジメ 21.9 59.0 武庫川、岩屋

20 サーフ・スキッパーズ 桑島　誠 キチヌ 36.2 シロギス 22.6 58.8 日高川

21 貝塚サーフ 山下　幸治 キチヌ 38.5 クジメ 19.8 58.3 紀ノ川、みさき公園裏

22 大正サーフ 岡本　秀城 アイナメ 37.7 マハゼ 19.2 56.9 鳥羽

23 滋賀投友会 須藤　寛 アイナメ 35.7 カサゴ 20.8 56.5 吉野川

24 アワジフィッシングクラブ（家族）長岡　修 アイナメ 33.5 マコガレイ 22.8 56.3 答志島

25 滋賀投友会 西沢　光 キチヌ 32.5 アイナメ 23.4 55.9 吉野川

26 北斗サーフ 矢野　圭延 キチヌ 34.6 クジメ 21.0 55.6 武庫川、みさき公園裏

27 大正サーフ 眞保　弘 アイナメ 36.8 カサゴ 17.5 54.3 鳥羽

28 サーフ和 野端　幸正 キチヌ 30.5 シロギス 23.4 53.9 田辺文里港

29 サーフ和 小川　明 キチヌ 31.6 シロギス 21.8 53.4 田辺文里港

30 西大阪サーフ 久本　哲夫 キチヌ 36.5 マハゼ 16.4 52.9 武庫川

他魚の部

1 大阪投友会 77.0

2 大阪黒潮サーフ 62.2

3 関西投友釣クラブ 58.0

4 貝塚サーフ 54.5
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