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成績表 
 
 
 

入賞範囲（20％）：本賞263位  他魚66位迄 
表彰（副賞）：本賞40賞  他魚10賞 

楯表彰：入賞者の30％、 本賞７８位 他魚２０位迄 
参加人数 １，６４３名 
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№

会場名 担当協会名 担当クラブ名
会場責任者氏

名
天気 風 波 会場責任者の意見（感想）

1 道 央 北海道協会 札幌サーフ 菅原隆 雨 強 大

プロジェクトご苦労様です。昨年が良かっただけに参加者も気合が入っていましたが、当日、風雪が
強く、最悪の条件だったため意外と釣果は伸びませんでした。

2 道 南 北海道協会 はこだてサーフ 池田晴彦
曇り
のち
雪

強 中

　当日は、生憎の強風で参加者は、ポイントの選定に苦労しました。それでも、何
とか竿を出せる場所を探して、奮闘しましたが残念ながら、上位入賞を期待出来
る釣果は、無かったものの無事に大会を終了する事が出来ました。皆さまお疲れ
様でした。

3 むつ小川原 青森協会 FC投人 田村貴生 大雨 強 中

大会当日は開始より暴風、大雨その後吹雪により釣りをできる状況でわありませんでした。　　なに
より事故などなく無事大会が終えまして安心しました。

4 牡鹿雄勝 宮城協会 仙台青葉サーフ 木村春男 晴れ 強 大

今シーズンは震災以降カレイの釣果が好調を維持していてかなり期待していた
のですが悔しいやら直前の低気圧の影響で雨は当日晴れたものの海は大荒れ
おまけに暴風と泥水状態と最悪のつりとなりました。その中でも半島裏にて内海
を狙いし会員は良方のカレイをキープお目出とうございました。参加会員の皆さ
ん事故も無く無事に大会を終えました事感謝いたします。

5 三 浦 東京協会 シーガルフィシング 井上富浩 曇り 中 大

前日１０m近い南風が吹き、当日も北東の風が吹き始め、南向きの海岸では波も高く濁りも酷くポイ
ント選びが難しい状況で、まともに竿を出す事が出来ない参加者も居ました。結果として本賞1件、
他魚1件の釣果に恵まれない検量となりました。カレイは港内の波の静かなポイントで釣れた様です

6 木更津 千葉協会 羽衣サーフ 関　光成 晴れ 中 中

　前日の夜中にようやく低気圧が過ぎ、集合時間には、風も穏やかで良い天気で開催することがで
きました。しかし、、予報どおり、スタート時刻を過ぎると北寄りの風が強くなり始め、各釣り場も風に
苦戦していたようです。とくに沖堤防に渡船した方たちは、残念なことに9時に早上がりとなってしま
いました。
　前日の大荒れの天気で、底荒れが心配されましたが、本賞の４８．５cmのマコガレイの他、ランク7
匹が釣れホットしました。
　参加者の皆さんのご協力により事故もなく無事終了することができました。ありがとうございました

7 柏崎海岸 新潟協会 柏崎サーフ 藍澤 剛
雨の

ち曇り
強 大

強風、高波の為本賞狙いは難しく、クロダイ狙いはＤランクも出て良い釣果でした。　大荒れの中、
釣ってこられた方の執念に脱帽です。　事故、トラブルも無く無事終了しました。　参加された方、プ
ロジェクトの方々お疲れさまでした
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会場レポート一覧

当日の天候
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8 能登 北陸協会 石川投友会 髙木達夫 曇り 弱 穏やか

夏の海水温が異常に高く、最近やっと例年並みに下がってきました。そのため餌取りの活性も非常
に高い状況でした。それでも参加者の約半数がカレイを釣り上げたのはさすがです。当会場の参加
申し込み人数が例年の1/4程度と少ないこともありましたが、大変スムーズに終了することができま
した。皆さんのご協力ありがとうございました。

9 渥美 愛知協会 豊栄サーフ 毛利良秀 晴れ 強 大

渥美半島特有の冬型の気圧配置となったため本命である西浜のポイントでは大シケ。西風も強く本
来の釣ができなかったのが残念です。それでも40センチオバーが1匹。30センチ前後のクラスも悪
条件の中、まずまずの釣果でわなかったかと思います。参加者の皆さんの協力で大会が無事終了
でき、ありがとうございます。

10 福井 中部協会 中京サーフ 平野　景雄 曇り 強 大

メインの釣り場である「波松海岸」が強風と高波で釣りができる状況ではなく、参加者は
釣りができる場所さがしで大変であったが、そんななか２匹の対象魚が提出された。

11 伊勢 三重協会 志摩サーフ 広瀬　悦生 晴れ 強 大
前日の雨で、海水の濁りとうねりと強風で、最悪のコンディションでした。

12 尾鷲 三重協会 熊野ｻｰﾌ 岩本　浩 晴れ 強 大

プロジェクトお疲れさまです。今年もカレイの報告はできませんでしたが参加者全員がとても協力で
トラブルもなくスムーズに運営できたことに感謝します。雨上がりの強風と高波に苦労されたようで
すが、努力が実り多くの大物が提出されたことを嬉しく思います。

13 淡路島 兵庫協会 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾅｼﾞｰ 礒岡弘善 晴れ 中 小

前日は雨風があり当日の天候が心配されましたが皆さんの日頃の行いも良く当日は絶好の釣り日
和になりました。釣果においては瀬戸内海側での釣行は少なく、大阪湾側に釣行が集中していまし
た。佐野で兵庫協会1位の50.8ｃｍが上がり、鵜崎でも数多くのカレイが上がっていました。淡路島
から橋を渡って粟津でもカレイ始め大物対象魚が数多く上がっており今回の大会は例年より良い釣
果だったと感じました。

14 明石 兵庫協会 レインボーキャスターズ 松尾　幸浩 晴れ 強 小

Bランク以上の大物は提出されなかったが、例年に比べると数は釣れているように思います。

15 香住 兵庫協会 和田宮サーフ 筒井　優好 曇り 強 中

強風、時に突風、および降雨と、最悪のコンディションの中、柴山港でマコカレイの４８．３ｃｍが出ま
した。
参加者の皆様のご協力により、安全・無事に大会を終了することができました。
有り難う御座いました。

16 和歌山 和歌山協会 サーフきのくに 笹本貴生 晴れ 強 大

前日は大雨で当日は北西の風が強く波も高く大変釣りづらく釣果もふるわない大会でした。
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17 鳥取東部 鳥取協会 鳥取サーフ 堀尾　悟 曇り 中 中

大会開始の頃は雨が降る天候で風も北風がやや強く釣りがし難い状況でしたが、大会中は曇り模
様で晴れ間もありました。釣果の方はイシガレイの46.3ｃｍを頭に25ｃｍ以上のカレイの総匹数が18
匹と釣れ、参加者の皆様のおかげで事故も無く無事に大会を終える事が出来ました。

18 宇野 岡山協会 岡山レインボー 中山勝志 晴れ 中 中

プロジェクトの役員の方々、お疲れ様です。宇野会場では朝方風が強く、ポイントによっては釣りづ
らい
天候でした。
カレイはＡランク１匹と他魚ではマゴチのＣランクが釣れていました。なお、他のクラブの方々にご協
力
いただき、受付から審査終了までスムーズに進行でき、参加会員様の協力に感謝いたします
今後ともよろしくお願い致します。

19 下津井 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 佐藤　新平 晴れ 中 中

　夜明け前に風波共に有り少し寒い状況でしたが、朝日が上がるにつれ風波共に収まって来まし
た。今回の釣行は皆さん風裏に回られた様でした。釣果のほうは、もう一歩のところではないでしょ
うか。

20 笠岡 岡山協会 恵比寿サーフ 原田　隆行 晴れ 中 小

前日の雨後の西風が少しあったが、まずまずの天候でした。未だエサ取りが多く、カレイのＡランク
は１枚、他魚もＡランクが２匹と全体的に釣果は低調でした。

21 境港 岡山協会 岡山五月会サーフ 貝原　常康 晴れ 中 小

心配された天候も釣り開始の頃から徐々に回復し、近年不調の当会場ですが、今回、本賞、他魚共
にまずまずの釣果で盛り上げリました。
参加者のご協力で無事終える事ができました。ありがとうございました。

22 尾 道 備後協会 尾道磯釣サーフ 林　政利 晴れ 弱 小

前日の雨があがり釣り日和となりました、釣果も近年になく、良かったと思われます。

23 浜田 広島協会 広島グリーンキャスターズ上村　　脩 曇り 中 中

今年も大会での本賞の（カレイ）カード提出なし。他魚（特別）１匹の貧果でした
　事故も無く無事大会を終了することが出来ました。

24 呉 広島協会 呉サーフ 渡辺　謙司 晴れ 弱 小

穏やかな天候で賑やかに楽しめた大会でした。呉会場では珍しい４４．３センチのマコガレイ登場で
審査場はヒートアップ！他魚の部、今年は呉名物の大型マダイが不発。事故も無く無事に終了しま
した。
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25 柳井 広島協会 広島釣趣会 高須賀幸彦 快晴 弱 穏やか

前日の天気と打って変わり、快晴の絶好の釣り日和でした。   　釣果も本賞でランク魚がＡ-5匹，Ｂ
-3匹、また、他魚でもＡ-4匹，Ｂ-3匹，Ｃ-2匹と柳井近辺の釣果としては良い部類の釣果でした。

26 下 関 山口協会 海王サーフ 伊東勝美 晴れ 弱 小

昨日の大雨大風がウソの様に晴れ上がり風も収まり釣り日和でした。
カレイは、Ａランク２匹で、合計３匹でした、地球温暖化にる水温の上昇が災いし昔の面影がなくなり
また。
カレイが釣れなくても他魚の大物の宝庫であるがＡランクのみ５匹と寂しいかぎりでした。

27 德 山 山口協会 周防ｻｰﾌcc 長谷部　宏 晴れ 中 小

前日の荒天候とはうって変わって、やや風はあるものの晴れて絶好の釣り日和となった。　例年だと
徳山会場は低調な状況なのだが、今年は本賞のCランクが、2匹も出て何時になく審査会場が沸い
た。

28 徳島 徳島協会 徳島ｾﾝﾄﾗﾙｻｰﾌ 塩田　　淳 晴れ 強 小

当日は晴天だったが、風が強く場所によっては釣りづらいところもあった。まだ、水温も高いのでどう
なのか心配だったが、鳴門筋では特に釣果がよく全体では型も４８．５㎝を頭に大物賞対象魚が１８
匹と結構釣れていた。事故もなく無事終了したのでホッとしております。

29 高 松 香川協会 香川ドリームサーフ 亀山　静夫 快晴 中 中

当日は北西の風が強く釣りにくい天候でした　釣果の方もいまいちでした、事故も無く無事終了でき
ました。

30 丸 亀 香川協会 瀬戸大橋クラブ 松井　保 晴れ 中 中

早朝は風があり、肌寒さを感じました。
カレイのランク物は出ず他魚でBランク2匹でしたが、事故も無く無事終了しました。

31 今治 愛媛協会 燧倶楽部 筒井博文 晴れ 弱 穏やか

前日大荒れの天気から一変し、少し風が残っていたようだが　穏やかで絶好の釣り日和となった。
Bランクの2匹はともにイシガレイであった。マコガレイはAランクまでで数は釣れていたが、
大物は少なかった。やはり菊間周辺がよかったようである。審査は本賞ばかりで他魚は無し。
特に事故やケガも無く無事終了。

32 松山 愛媛協会 道後サーフ 大野　順一 晴れ 弱 穏やか

前日大雨で強風波浪注意報が出ていたが、当日朝から穏やかな天気となった。
カレイの釣果は、40cmオーバー1尾であったが、まずまずである。

33 興居島 愛媛協会 松山サーフ 梅木正勝 晴れ 中 小

当日は天気は良かったが水温が高く、エサ取りが多かった
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34 大洲 愛媛協会 長浜サーフ 宮岡　宏明 晴れ 中 大

前日の時化のうねりと高水温の影響でカレイはBランク１匹、他魚は2匹と少しさびしい結果に終わっ
たが、事故もなく無事終わった事が何よりだと思う。皆様お疲れ様でした。

35 中島 愛媛協会 松山キャスターズ 渡部　裕司 晴れ 中 小

前日の雨も何とか止み、大会当日は少し風が残るものの絶好の釣り日和になりました。釣果のほう
は、近年になくカレイの枚数も多く、参加者が少ない中でも数も型も良かったと思います。また、大会
プロジェクト（本部）の方には資料等非常に解りやすく会場責任者にとって本当にありがたく思いまし
た。今回事故も無くスムーズに運営が出来た事を報告するとともに本部役員さんには感謝の気持ち
でいっぱいです。まだ、集計作業が残っていますが宜しくお願いいたします。

36 大島 愛媛協会 四国投友会 荒井　慶樹 晴れ 弱 穏やか

近年はカレイの釣果が悪く参加者が少なくなり会場の存続が難しくなっていたが6
名の参加者で、内3名で計5枚の釣果があり今後も何とか会場の存続ができそう
である。天候にも恵まれ事故もなく終了することができて良かった。

37 福岡 北九州協会 福岡サーフ 中島康彦 晴れ 弱 中

天候心配されたたが、天候回復北西の風も強く無かったが、うねりが残り、また潮も小さかったた
め、釣果は今ひとつ。昨年好成績だった宮の浦に9人が入る。
他魚の提出は０、事故も無く無事終了。

38 臼 杵 大分協会 大分サーフ 今宮　一彦 晴れ 中 小

天候に恵まれ、Aランク７匹、Bランク以上はなかったが、総引数２６匹と近年で最も良い釣果であっ
た。

39 国東 大分協会 ダイナミックサーフ 井上利治 晴れ 中 小

国東会場では、４クラブ１５名の参加者で大物を求めて、各釣り場へ向かいました。心配していた風
も日が昇るにつれて治まって来て天気も良く釣り日和となった。本賞４他魚３のエントリーで参加者
皆様のお陰で大会を無事に終了する事が出来ました。有難うございました。

40 長崎南 長崎協会 長崎あじさいサーフ尾上　章司 晴れ 中 穏やか

風も穏やか天候も申し分ない釣日和でしたが　例年になく温かい気象が災い致しましたか釣果は胸
のはれる結果では有りませんでした。ただ事故も無く大会を終了出来た事をご報告出来た事を　よ
しとさせて下さい。　最後にPTの方々にお世話様に成りまして、有難うございました。

41 唐津城 長崎協会 長崎ｻｰﾌ 平　秀昭 晴れ 強 中

先日よりの悪天候の為、海が濁り釣果の方はカレイ0、他魚２匹と振るわず、しかしながら全員
事故も無く、無事終了したのが何よりでした。
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№

会場名
クラ
ブ数

人数
クラ
ブ数

人数 A B C D
小
計

A B C D 特
小
計

合計 釣果

1 道 央 5 27 5 22 4 1 5 3 1 4 8 13 59.1%

2 道 南 2 15 1 11 1 2 3 1 1 1 3 6 54.5%

3
むつ小川

原
2 17 2 17 0 1 1 1 5.9%

4 牡鹿雄勝 8 43 8 40 8 4 2 14 4 2 1 7 21 52.5%

5 三 浦 6 18 5 12 0 2 2 2 16.7%

6 木更津 5 26 5 22 2 1 3 2 2 4 7 31.8%

7 柏崎海岸 2 23 2 16 0 1 2 2 1 6 6 37.5%

8 能登 9 24 8 20 10 4 1 15 2 2 17 85.0%

9 渥美 6 50 6 41 3 1 4 2 1 3 7 17.1%

10 福井 9 38 8 29 1 1 2 0 2 6.9%

11 伊勢 7 31 7 24 3 3 1 1 4 16.7%

12 尾鷲 5 25 5 17 0 4 5 5 14 14 82.4%

13 淡路島 38 200 36 153 23 3 1 27 1 1 3 5 32 20.9%

14 明石 17 91 16 79 24 24 1 1 25 31.6%

15 香住 5 37 4 27 4 1 5 1 1 6 22.2%

16 和歌山 13 67 12 50 2 2 1 1 2 4 8.0%

17 鳥取東部 16 52 16 46 1 3 1 5 1 1 6 13.0%

18 宇野 3 25 3 20 1 1 4 1 1 6 7 35.0%

19 下津井 7 55 6 41 2 2 9 3 2 1 3 18 20 48.8%

20 笠岡 5 31 5 23 1 1 2 2 3 13.0%

21 境港 25 114 23 91 13 8 1 22 10 5 2 3 20 42 46.2%

22 尾 道 8 50 7 41 24 2 26 0 26 63.4%

23 浜田 5 14 3 10 0 1 1 1 10.0%

24 呉 10 45 10 40 15 1 16 4 1 1 6 22 55.0%

25 柳井 14 66 13 50 5 3 8 4 3 2 9 17 34.0%

26 下 関 9 44 8 35 2 2 5 5 7 20.0%

27 德 山 2 22 2 21 3 1 2 6 4 1 5 11 52.4%

第97回全日本カレイ投げ釣り選手権大会

会場別審査集計表

他　　魚　　の　　部

参加状況 釣果状況

参加申請数 実参加 本　　賞　　の　　部

　　　　　注・色塗りの列は触らないでください
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会場
№

会場名
クラ
ブ数

人数
クラ
ブ数

人数 A B C D
小
計

A B C D 特
小
計

合計 釣果

第97回全日本カレイ投げ釣り選手権大会

会場別審査集計表

他　　魚　　の　　部

参加状況 釣果状況

参加申請数 実参加 本　　賞　　の　　部

　　　　　注・色塗りの列は触らないでください

28 徳島 20 97 18 84 16 1 1 18 4 3 7 25 29.8%

29 高 松 6 27 6 26 3 3 1 1 4 15.4%

30 丸 亀 5 12 5 11 0 2 2 2 18.2%

31 今治 12 48 11 39 17 2 19 0 19 48.7%

32 松山 11 52 11 48 14 1 15 1 3 1 1 6 21 43.8%

33 興居島 3 19 3 15 6 6 1 1 7 46.7%

34 大洲 4 15 3 9 1 1 1 1 2 3 33.3%

35 中島 4 10 4 8 6 1 7 1 1 8 100.0%

36 大島 6 10 3 6 5 5 3 3 8 133.3%

37 福岡 6 22 6 17 3 3 0 3 17.6%

38 臼 杵 2 22 1 18 7 7 1 1 8 44.4%

39 国東 5 18 4 15 1 1 2 3 1 1 1 6 8 53.3%

40 長崎南 5 24 4 15 2 2 2 2 4 26.7%

41 唐津城 3 17 2 11 0 1 1 2 2 18.2%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合　　　計 335 1643 307 1320 232 41 10 1 0 284 85 36 21 6 19 167 451 34.2%
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

1 020460020 津田　春男 兵庫協会 投技会 13 淡路島 イシガレイ 50.8 1 兵庫県 淡路市 佐野

2 100170035 山口　正博 山口協会 西京サーフ 27 德 山 イシガレイ 49.2 3 山口県 防府市 向島

3 170010022 鵜澤　勝己 千葉協会 千葉サーフ 6 木更津 マコガレイ 48.5 4 千葉県 木更津市 潮浜公園

4 030040044 田中   　聡 徳島協会 徳島鱗友サーフ 28 徳島 イシガレイ 48.5 3 徳島県 鳴門市 撫養町岡崎

5 020300043 近藤　元恵 兵庫協会 和田宮サーフ 15 香住 マコガレイ 48.3 3 兵庫県 香美町 柴山港

6 100170002 矢野　健司 山口協会 西京サーフ 27 德 山 イシガレイ 48.0 1 山口県 柳井市 相の浦

7 070780067 楊井　定好 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 マコガレイ 47.6 2 鳥取県 境港市 外江

8 010130155 柿山　賢治 大阪協会 大阪サーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 46.3 3 鳥取県 岩美町 羽尾

9 140010262 三塚　誠 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 46.0 2 宮城県 石巻市 大石原

10 020130050 西岡　義弘 兵庫協会 神戸中央サーフ 8 能登 イシガレイ 45.5 4 石川県 七尾市 能登島閨

10 140010220 末永　隆 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 45.5 4 宮城県 女川町 横浦

12 070780068 高山 　彰  岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 イシガレイ 44.6 2 鳥取県 境港市 外江

13 140080066 横山　真司 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 44.5 4 宮城県 東松島市 室浜

14 090120008 河村　勲 広島 安芸サーフ 24 呉 マコガレイ 44.3 3 広島県 江田島市 沖美町内美能

15 050050003 坂東　敏幸 愛媛協会 長浜サーフ 34 大洲 マコガレイ 44.1 1 愛媛県 大洲市 長浜町須沢

16 110130024 江上 真二 北九州 飛幡サーフ 39 国東 イシガレイ 44.0 1 大分県 国東市 姫島

17 070780065 亀田　尚之 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 イシガレイ 43.7 1 島根県 松江市 江島

18 020670003 児玉　光弘 兵庫協会 Ｓｕｒｆ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 21 境港 イシガレイ 43.5 1 島根県 松江市 森山

19 010530013 竹内　伸 大阪協会 レインマンサーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 43.2 2 鳥取県 湯梨浜町 泊

20 090170048 宇野　総一 広島 えのみやサーフ 8 能登 イシガレイ 43.1 2 石川県 七尾市 能登島百万石

21 050070009 渡部　裕司 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 マコガレイ 43.0 3 愛媛県 松山市 中島町長浜

22 130120039 加藤   保 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 43.0 2 愛知県 田原市 西の浜

23 030140002 中川　  清 徳島協会 郵友サーフ 28 徳島 マコガレイ 43.0 1 徳島県 鳴門市 里浦町里浦海岸６番前

長寸 総匹数

第97回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

釣　　り　　場

平成２４年１１月１８日開催

【 本　賞　の　部 】

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

24 260070007 伊藤　公胤 東京協会 東京フロンティアサーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 42.9 8 宮城県 女川町 塚浜

25 070040029 倉石哲夫 岡山協会 岡山アングラーズ 21 境港 マコガレイ 42.7 4 鳥取県 境港市 隠岐汽船乗場

26 050270016 真鍋　次郎 愛媛協会 西条フィッシャマン 31 今治 イシガレイ 42.6 1 愛媛県 今治 波方町西浦

27 140010266 佐藤　潤 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 42.5 2 宮城県 女川町 横浦

28 080170006 堤 可弘 備後協会 スナメリサーフ 22 尾 道 マコガレイ 42.5 1 広島県 呉市 大崎下島沖友

28 010880036 平村　征寛 大阪協会 アワジフィッシングクラブ17 鳥取東部 イシガレイ 42.5 1 鳥取県 青谷町 夏泊

28 010450017 坂本　照治 大阪協会 なにわキャスターズクラブ21 境港 イシガレイ 42.5 1 島根県 松江市 森山

28 100170045 伊東　学 山口協会 西京サーフ 27 德 山 マコガレイ 42.5 1 山口県 柳井市 相の浦

32 050240004 土居　裕希 愛媛協会 松山フィッシング 32 松山 マコガレイ 42.4 1 愛媛県 松山市 粟井川河口テトラ

33 260070019 菅原　正典 東京協会 東京フロンティアサーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 42.3 3 宮城県 女川町 塚浜

34 180140016 山本　良一 北陸協会 石川投友会 8 能登 マコガレイ 42.2 2 石川県 志賀町 西海漁港

35 150040100 柴田　匡宏 北海道協会 はこだてサーフ 2 道 南 マコガレイ 42.0 2 北海道 八雲町 黒岩漁港

36 020030048 丸田芳巳 兵庫協会 西宮天狗クラブ 13 淡路島 マコガレイ 41.7 2 兵庫県 淡路市 佐野

37 020130049 渡辺　光弘 兵庫協会 神戸中央サーフ 8 能登 イシガレイ 41.7 1 石川県 七尾市 能登島無関

37 020630021 高垣政敏 兵庫協会 神戸伊弉諾SURF 17 鳥取東部 イシガレイ 41.7 1 鳥取県 岩美町 田後

39 050130005 加藤誠司 愛媛協会 燧倶楽部 31 今治 イシガレイ 41.6 3 愛媛県 今治 波方

40 010160049 岡本
オカモト

　秀
ヒデ

城
シロ

大阪協会 大正サーフ 13 淡路島 マコガレイ 41.3 3 徳島県 鳴門市 粟津

41 020050023 牧元和仁 兵庫協会 神戸布引サーフ 13 淡路島 マコガレイ 41.3 1 兵庫県 淡路市 浦港

42 090170059 吉村　友秀 広島協会 えのみやサーフ 25 柳井 イシガレイ 41.0 5 山口県 岩国市由宇町

43 090170036 溝部　和尚 広島協会 えのみやサーフ 25 柳井 イシガレイ 41.0 3 山口県 岩国市由宇町

44 070130033 長崎廣美 岡山協会 岡山五月会サーフ 21 境港 イシガレイ 40.9 1 島根県 松江市 宇井

45 090170056 岡沢　秀之 広島協会 えのみやサーフ 25 柳井 マコガレイ 40.8 1 山口県 柳井市 神代

46 220050018 西川　裕二 三重協会 鈴鹿サーフ 10 福井 イシガレイ 40.5 3 石川県 金沢市 金沢港

47 180140021 島田　幸雄 北陸協会 石川投友会 8 能登 イシガレイ 40.4 1 石川県 志賀町 西海漁港

48 150010105 田村　茂樹 北海道 札幌サーフ 1 道 央 その他のカレイ40.1 1 北海道 室蘭市 鷲別

49 080020049 平木 義行 備後協会 福山サーフ 22 尾 道 マコガレイ 40.0 2 愛媛県 今治市 大三島
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

50 020250004 田端正伸 兵庫協会 姫路投友会 21 境港 マコガレイ 40.0 1 島根県 松江市 森山

51 020300022 角太　光治 兵庫協会 和田宮サーフ 14 明石 マコガレイ 39.5 3 兵庫県 明石市 岬町

52 090170069 平田　育久 広島協会 えのみやサーフ 25 柳井 マコガレイ 39.5 1 山口県 柳井市大畠町

53 140010217 真山　実 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 39.4 3 宮城県 女川町 高白浜

54 160030003 中村　博志 長崎協会 長崎あじさいサーフ 40 長崎南 イシガレイ 39.4 2 長崎県 島原市 長浜

55 080200051 大平 研治 備後協会 府中サーフ 22 尾 道 イシガレイ 39.4 1 愛媛県 今治市 大三島

56 050340001 吉岡　秀之 愛媛協会 Team Smile Tester's 31 今治 マコガレイ 39.3 4 愛媛県 今治 菊間町松ヶ崎

57 020300045 西田　昌富 兵庫協会 和田宮サーフ 14 明石 イシガレイ 39.2 2 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋

58 020600044 小林　隆 兵庫協会 神戸投魂会 14 明石 マコガレイ 39.0 2 兵庫県 神戸市 垂水区舞子

58 050090009 上田　哲生 愛媛協会 西四国サーフ 33 興居島 マコガレイ 39.0 2 愛媛県 松山市 門田町

60 050030019 吉田　元明 愛媛協会 松山リール 32 松山 マコガレイ 39.0 1 愛媛県 松山市 北条大浦

61 050030007 新矢　雄二 愛媛協会 松山リール 32 松山 マコガレイ 38.8 4 愛媛県 松山市 北条

62 070040009 河原金也 岡山協会 岡山アングラーズ 21 境港 マコガレイ 38.8 2 島根県 松江市 福浦

63 090050044 大本　勝 広島 スワローＦＣ 24 呉 マコガレイ 38.8 1 広島県 呉市 蒲刈町恋ヶ浜

64 080010039 林 政利 備後協会 尾道磯釣サーフ 22 尾 道 マコガレイ 38.6 5 愛媛県 今治市 大三島鏡

65 220070010 松田真次 三重協会 松阪サーフ 11 伊勢 マコガレイ 38.6 2 三重県 鳥羽 桃取港

66 010100028 佐藤　芳一 大阪協会 ヤングサーフ 15 香住 イシガレイ 38.6 1 鳥取県 岩美町 田後港

67 050090042 玉置　公正 愛媛協会 西四国サーフ 33 興居島 マコガレイ 38.5 4 愛媛県 松山市 門田町

68 050070027 国貞　和人 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 33 興居島 マコガレイ 38.5 1 愛媛県 松山市 由良町這磯

69 030080055 廣瀬  貴志 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 38.4 1 徳島県 鳴門市 大津町徳長

70 240010073 森　一彦 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 38.3 4 大分県 大分市 細港

71 050240019 大久保　貴裕 愛媛協会 松山フィッシング 32 松山 マコガレイ 38.3 2 愛媛県 松山市 北条柳原

72 090010041 吉永順一 広島協会 広島サーフ 25 柳井 マコガレイ 38.3 1 山口県 柳井市 野島

73 240060020 堀田  保 大分協会 ダイナミックサーフ 37 福岡 イシガレイ 38.1 5 福岡県 福岡市西区 宮の浦

74 030040111 佐々木  健 徳島協会 徳島鱗友サーフ 28 徳島 マコガレイ 38.1 1 徳島県 鳴門市 大津町徳長

75 240010059 杉原　彰 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 イシガレイ 38.0 4 大分県 佐伯市 番匠川河口
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

76 030040138 木下  真人 徳島協会 徳島鱗友サーフ 28 徳島 マコガレイ 38.0 1 徳島県 徳島市 川内町薬師裏

76 050090012 広田　浩一 愛媛協会 西四国サーフ 33 興居島 マコガレイ 38.0 1 愛媛県 松山市 門田町

78 010100063 井口　勝彦 大阪協会 ヤングサーフ 15 香住 マコガレイ 37.9 1 兵庫県 香美町 柴山港

79 010490034 市原　一宏 大阪協会 長居ﾌｨｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 28 徳島 マコガレイ 37.8 2 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

79 170050021 沖原　穂高 千葉協会 ＮＦＣサーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 37.8 2 宮城県 東松島市 大浜

81 020620006 松吉曜男 兵庫協会 神戸投翔会 14 明石 マコガレイ 37.7 3 兵庫県 神戸市 垂水区舞子

82 070510001 大屋和哉 岡山協会 ブラックキャスターズ 19 下津井 マコガレイ 37.7 1 香川県 丸亀市 広島

83 140080055 高橋　克行 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 37.5 6 宮城県 東松島市 室浜

84 080060033 薬師寺　直登 備後協会 岡本サーフ 22 尾 道 マコガレイ 37.5 1 愛媛県 今治市 大三島盛

85 080080019 高野 浩二 備後協会 尾道釣友会 22 尾 道 マコガレイ 37.4 1 広島県 尾道市 瀬戸田町萩

85 020300004 山田 正巳 兵庫協会 龍野サーフ 13 淡路島 マコガレイ 37.4 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

87 010220039 畝木　敬之 大阪協会 東住吉サーフ 13 淡路島 マコガレイ 37.3 3 徳島県 洲本市 由良新川口

88 050070043 天野　伸哉 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 マコガレイ 37.3 1 愛媛県 松山市 中島町宇和間

89 080170016 木下 哲博 備後協会 スナメリサーフ 22 尾 道 マコガレイ 37.2 5 広島県 呉市 豊町沖友

90 050070042 山口　昌人 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 33 興居島 マコガレイ 37.2 2 愛媛県 松山市 門田町

91 150050054 中田　直 北海道 北海サーフ 1 道 央 クロガシラ 37.2 1 北海道 苫小牧 西港

92 010020067 木村　康司 大阪協会 ＯＫＡＣ 13 淡路島 マコガレイ 37.1 1 兵庫県 淡路市 松帆道の駅

93 080170018 河野 昭二郎 備後協会 スナメリサーフ 22 尾 道 マコガレイ 37.0 2 広島県 呉市 豊町沖友

94 020600073 野田　健一 兵庫協会 神戸投魂会 13 淡路島 マコガレイ 36.8 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

94 050120014 村上　　一 愛媛協会 四国投友会 36 大島 マコガレイ 36.8 1 愛媛県 今治市 吉海町志津見

96 050290029 久保　智 愛媛協会 Ｔ－ｃｌｕｂⅡ 35 中島 マコガレイ 36.7 1 愛媛県 松山市 中島町吉木

97 050130004 筒井博文 愛媛協会 燧倶楽部 31 今治 マコガレイ 36.6 2 愛媛県 今治 鳥生

97 050210002 桧垣　哲也 愛媛協会 東予サーフ 31 今治 イシガレイ 36.6 2 愛媛県 今治 菊間川尻

99   020570008 田中岳示 兵庫協会 ガッツサーフ 13 淡路島 マコガレイ 36.6 1 兵庫県 淡路市 津名港

100 090250005 日野　敏行 広島 呉キャスターズ 24 呉 マコガレイ 36.5 5 広島県 江田島市 大柿町深江

101 080040012 山本 芳昭 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 36.3 4 広島県 竹原市 忠海
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102 020100039 篠倉　克弘 兵庫協会 美晴サーフ 14 明石 マコガレイ 36.2 3 兵庫県 神戸市 垂水区アジュール舞子

103 020280044 高橋　英樹 兵庫協会 姫路しらさぎサーフ 13 淡路島 マコガレイ 36.2 1 兵庫県 淡路市 岩屋

104 060190003 戸田　悟 香川協会 屋島サーフ 29 高 松 マコガレイ 36.1 4 香川県 高松市 庵治新開

105 080010046 小川 伸吾 備後協会 尾道磯釣サーフ 22 尾 道 マコガレイ 36.0 4 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

106 020430041 武田　朝信 兵庫協会 遊魚会 14 明石 マコガレイ 36.0 2 兵庫県 明石市 明石新波止

107 ０２０１７００１６ 高尾　誠 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 35.9 2 兵庫県 明石市 岬町一文字

108 080010075 安井 勝 備後協会 尾道磯釣サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.7 3 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

109 050110013 大野順一 愛媛協会 道後サーフ 32 松山 マコガレイ 35.7 2 愛媛県 松山市 北条鹿島一文字

110 130060081 三谷 正純 中部協会 東海サーフ 10 福井 マコガレイ 35.7 1 福井県 越前町 小樟

110 110130036 三浦 隆和 北九州協会 飛幡サーフ 26 下 関 マコガレイ 35.7 1 山口県 下関市 角島

112 070780073 古川　克則 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 イシガレイ 35.6 2 鳥取県 境港市 外江

113 060200001 三崎　悟志 香川協会 ビッグキャスターズ 31 今治 マコガレイ 35.6 1 愛媛県 今治 菊間町松ヶ崎

114 080040005 冨保 嘉興 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.5 3 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

114 020530031 山本　　学 兵庫協会 パナソニックエナジーサーフ13 淡路島 マコガレイ 35.5 3 兵庫県 淡路市 岩屋

116 080040001 片山 利雄 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.5 2 広島県 竹原市 忠海

117 190010003 山根　一則 鳥取協会 鳥取サーフ 17 鳥取東部 マコガレイ 35.5 1 鳥取県 気高町 船磯

118 080040008 三瀬 芳則 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.4 3 広島県 竹原市 忠海

119 020130034 西山　浩一 兵庫協会 神戸中央サーフ 14 明石 マコガレイ 35.4 2 兵庫県 明石市 藤江

120 020010043 近藤　靖彦 兵庫協会 阪神サーフ 13 淡路島 マコガレイ 35.4 1 兵庫県 洲本市 水の大師

120 090120037 上浦　秀彦 広島 安芸サーフ 24 呉 イシガレイ 35.4 1 広島県 江田島市 沖美町入鹿

122 020620019 松岡邦興 兵庫協会 神戸投翔会 14 明石 マコガレイ 35.3 2 兵庫県 明石市 松江

123 080010047 島谷 尚吾 備後協会 尾道磯釣サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.2 2 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

124 060200002 大藪　公壮 香川協会 ビッグキャスターズ 31 今治 マコガレイ 35.1 5 愛媛県 今治 菊間町松ヶ崎

125 090160068 冨吉　茂 広島 呉投友会 24 呉 マコガレイ 35.1 1 広島県 呉市 警固屋９丁目長郷

126 100170037 重村　幸治 山口協会 西京サーフ 27 德 山 マコガレイ 35.0 7 山口県 防府市 向島

127 020290015 大嶋一史 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 35.0 3 兵庫県 明石市 中崎町
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127 ０２０１７００６６ 吉本裕成 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 35.0 3 兵庫県 淡路市 岩屋

129 080040006 岡島 秀樹 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 35.0 2 広島県 呉市 大崎下島

130 240010053 伊東昭三 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 35.0 1 大分県 臼杵市 下ノ江浦

131 020630030 美濃谷仁英 兵庫協会 神戸伊弉諾ＳＵＲＦ 13 淡路島 マコガレイ 34.9 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

132 090120012 小林　史郎 広島 安芸サーフ 24 呉 マコガレイ 34.8 6 広島県 江田島市 沖美町三高

133 020500031 日野辰郎 兵庫協会 塚口篠竿友会 28 徳島 マコガレイ 34.8 1 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島

134 010960006 青木　正行 大阪協会 サンライズサーフ 13 淡路島 マコガレイ 34.7 1 兵庫県 淡路市 仮屋

135 090130063 小宮路　徹 広島協会 広島釣趣会 25 柳井 マコガレイ 34.6 2 山口県 大島郡 周防大島町

136 080060035 田中　克典 備後協会 岡本サーフ 22 尾 道 マコガレイ 34.6 1 愛媛県 今治市 大三島

137 030010053 登立  博史 徳島協会 徳島キャスタ-ズクラブ 28 徳島 マコガレイ 34.5 4 徳島県 鳴門市 撫養町黒崎

138 080060029 井口 満夫 備後協会 岡本サーフ 22 尾 道 マコガレイ 34.5 3 広島県 尾道市 瀬戸田町

139 080080024 土屋 栄子 備後協会 尾道釣友会 22 尾 道 マコガレイ 34.5 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

139 150010116 菊池　修 北海道 札幌サーフ 1 道 央 その他のカレイ34.5 1 北海道 白老町 白老港

139 020300031 山田 渉 兵庫協会 龍野サーフ 13 淡路島 マコガレイ 34.5 1 兵庫県 淡路市 大磯

142 030080041 郡   　博幸 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 34.3 5 徳島県 鳴門市 撫養町岡崎

143 180140026 杉山　正明 北陸協会 石川投友会 8 能登 マコガレイ 34.1 1 石川県 志賀町 西海漁港

143 020020085 大橋弘卓 兵庫協会 関西サーフ 14 明石 マコガレイ 34.1 1 兵庫県 神戸市 垂水区舞子

143 140080047 早坂　光二 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 34.1 1 宮城県 女川町 女川

146 250070007 笹倉　久典 和歌山協会 サーフ紀州 16 和歌山 マコガレイ 34.0 2 大阪府 泉南郡岬町 深日漁港

146 080020046 井上 研治 備後協会 福山サーフ 22 尾 道 マコガレイ 34.0 2 広島県 尾道市 生口島

146 080080004 土屋 敏幸 備後協会 尾道釣友会 22 尾 道 マコガレイ 34.0 2 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

146 080200049 三田　哲彦 備後協会 府中サーフ 22 尾 道 マコガレイ 34.0 2 広島県 呉市 大崎下島

150 010870002 加藤　廣和 大阪協会 北斗サーフ 28 徳島 マコガレイ 34.0 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

150 020290129 谷　弘志朗 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 34.0 1 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋

150 050090052 清水　涼 愛媛協会 西四国サーフ 32 松山 マコガレイ 34.0 1 愛媛県 松山市 興居島門田

153 010160007 柴田　喜一郎 大阪協会 大正サーフ 13 淡路島 マコガレイ 33.9 2 兵庫県 南あわじ市 丸山

本賞の部14ページ



会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

154 ０２０１７００２３ 江頭敏明 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 33.9 1 兵庫県 淡路市 北淡町室津港

154 070780050 越智 雅仁 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 マコガレイ 33.9 1 鳥取県 境港市 外江

156 140080023 東海林　誠 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 33.8 21 宮城県 石巻市 渡波

157 240010051 矢野淳平 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 33.6 4 大分県 佐伯市 番匠川河口

158 240060021 菊池慎一 大分協会 ダイナミックサーフ 39 国東 マコガレイ 33.5 5 大分県 国東市 姫島

159 180120038 中村　雄介 北陸協会 能登中央サーフ 8 能登 マコガレイ 33.5 2 石川県 七尾市 鵜浦

159 090250006 狩山　正秀 広島 呉キャスターズ 24 呉 マコガレイ 33.5 2 広島県 江田島市 沖美町大黒神島

161 090230019 畝河内特之 広島 音戸サーフ 24 呉 マコガレイ 33.4 2 広島県 呉市 音戸町奥の内

162 090050023 鈴木　晴彦 広島協会 スワローＦＣ 36 大島 マコガレイ 33.4 1 愛媛県 今治市 吉海町志津見

163 140080069 遠藤　慶裕 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 その他のカレイ33.3 7 宮城県 石巻市 渡波

164 060110056 角野　智昭 香川協会 香川鱗友サーフ 29 高 松 マコガレイ 33.3 3 香川県 高松市 庵治鎌野

165 090050021 川本　冨三雄 広島 スワローＦＣ 24 呉 マコガレイ 33.3 2 広島県 呉市 倉橋町大向

166 050150002 高原　義夫 愛媛協会 瀬戸内サーフ 32 松山 マコガレイ 33.3 1 愛媛県 今治市 菊間町葉山

167 030010048 平　   恭二 徳島協会 徳島キャスタ-ズクラブ 28 徳島 マコガレイ 33.2 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

168 220040006 水谷尚生 三重協会 志摩サーフ 11 伊勢 マコガレイ 33.2 2 三重県 鳥羽 フェリー乗り場

169 ０２０１７００５５ 中川久男 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 33.2 1 兵庫県 淡路市 岩屋

170 050200011 吉本　一生 愛媛協会 燧灘キャスターズ 31 今治 マコガレイ 33.1 3 愛媛県 今治 波方港

171 090230021 下本　友一 広島 音戸サーフ 24 呉 マコガレイ 33.0 5 広島県 呉市 音戸町音戸湾

172 010580019 越智　規文 大阪協会 大阪釣友サーフ 28 徳島 マコガレイ 33.0 2 徳島県 鳴門市 瀬戸町小島田

172 080060030 表 芳彦 備後協会 岡本サーフ 22 尾 道 マコガレイ 33.0 2 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

174 010260026 林　勇 大阪協会 大阪アングラーズ 28 徳島 マコガレイ 33.0 1 徳島県 鳴門市 小鳴門大橋下

174 020040006 若原　敏雄 兵庫協会 東神戸釣楽会 13 淡路島 マコガレイ 33.0 1 兵庫県 淡路市 仮屋

174 050220016 松長和浩 愛媛協会 楽釣会 32 松山 マコガレイ 33.0 1 愛媛県 今治市 菊間町菊間港

177 050110014 中村重也 愛媛協会 道後サーフ 32 松山 マコガレイ 32.9 2 愛媛県 松山市 堀江町

178 010130002 戸
ト

田
タ

　智
トモ

大阪協会 大阪サーフ 11 伊勢 マコガレイ 32.8 1 三重県 鳥羽 的矢

179 090120006 中原　敏 広島 安芸サーフ 24 呉 マコガレイ 32.7 13 広島県 呉市 警固屋バイパス前

本賞の部15ページ



会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

180 250030088 横尾 利康 和歌山協会 和歌山キャスターズ 16 和歌山 マコガレイ 32.7 2 大阪府 泉南郡岬町 深日漁港

181 150010106 大内　一程 北海道 札幌サーフ 1 道 央 その他のカレイ32.7 1 北海道 白老町 白老港

181 010110008 福田　昌弘 大阪協会 関西投友釣クラブ 21 境港 マコガレイ 32.7 1 鳥取県 境港市 境水道

181 050150001 相原　富雄 愛媛協会 瀬戸内サーフ 32 松山 マコガレイ 32.7 1 愛媛県 今治市 菊間町葉山

184 020630034 南さゆり 兵庫協会 神戸伊弉諾ＳＵＲＦ 13 淡路島 マコガレイ 32.6 2 兵庫県 淡路市 鵜崎

185 090250002 濱本　昭洋 広島 呉キャスターズ 24 呉 マコガレイ 32.5 8 広島県 江田島市 大柿町深江

186 060190015 唐渡　正博 香川協会 屋島サーフ 29 高 松 マコガレイ 32.5 5 香川県 高松市 庵治新開

186 110040005 長尾 誠 北九州 福岡サーフ 37 福岡 マコガレイ 32.5 5 福岡県 福岡市西区 宮の浦

188 010220038 辻　一大 大阪協会 東住吉サーフ 13 淡路島 マコガレイ 32.5 4 兵庫県 洲本市 由良

189 090170004 香川　敏昭 広島 えのみやサーフ 24 呉 マコガレイ 32.5 3 広島県 江田島市 能美町高田港

189 050120005 荒井　慶樹 愛媛協会 四国投友会 36 大島 マコガレイ 32.5 3 愛媛県 今治市 宮窪町田の浦

191 090030041 谷川　康則 広島 呉サーフ 24 呉 マコガレイ 32.5 2 広島県 江田島市 大柿町小古江

192 020630031 美濃谷佳宏 兵庫協会 神戸伊弉諾ＳＵＲＦ 13 淡路島 マコガレイ 32.5 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

192 020290104 田村広志 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 32.5 1 兵庫県 神戸市 須磨区須磨

192 050210001 河端　季之 愛媛協会 東予サーフ 31 今治 マコガレイ 32.5 1 愛媛県 今治 菊間町松ヶ崎

195 150050051 谷藤　満 北海道 北海サーフ 1 道 央 クロガシラ 32.3 1 北海道 苫小牧 西港

195 180080067 塚田　博之 北陸協会 岩瀬釣友会 8 能登 イシガレイ 32.3 1 石川県 七尾市

195 050060001 別府　準 愛媛協会 三島サーフ 31 今治 マコガレイ 32.3 1 愛媛県 今治 波方町馬刀潟

198 050020010 増田　幸三 愛媛協会 新居浜サーフ 31 今治 マコガレイ 32.2 2 愛媛県 今治 鳥生

199 020300001 糀谷 英明 兵庫協会 龍野サーフ 13 淡路島 マコガレイ 32.2 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

199 010210012 植木　長太郎 大阪協会 高槻サーフ 21 境港 イシガレイ 32.2 1 鳥取県 境港市 境水道

199 090250012 荻野　晋 広島 呉キャスターズ 24 呉 マコガレイ 32.2 1 広島県 呉市 蒲刈町大浦

199 050270023 藤田　昌伸 愛媛協会 西条フィッシャマン 31 今治 マコガレイ 32.2 1 愛媛県 今治 富田

203 010860004 川島　聡 大阪協会 六文銭フィッシングクラブ13 淡路島 マコガレイ 32.1 1 兵庫県 淡路市 津名

203 020630033 西塚真一郎 兵庫協会 神戸伊弉諾ＳＵＲＦ 13 淡路島 マコガレイ 32.1 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

203 240010070 三沢雅隆 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 32.1 1 大分県 臼杵市 臼杵港
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206 170050004 奥島　昌幸 千葉協会 ＮＦＣサーフ 8 能登 イシガレイ 32.0 4 石川県 七尾市 能登島鴫島入江

207 020290009 大前勝紀 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 31.8 1 兵庫県 明石市 中崎町

207 050070008 後藤　庸彦 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 33 興居島 マコガレイ 31.8 1 愛媛県 松山市 由良町這磯

209 050130008 三好孝志 愛媛協会 燧倶楽部 31 今治 マコガレイ 31.7 3 愛媛県 今治 大浜

210 020050001 宮岡紀夫 兵庫協会 神戸布引サーフ 13 淡路島 マコガレイ 31.7 2 兵庫県 淡路市 浦

210 010480036 山本　光章 大阪協会 関西暁サーフ 13 淡路島 マコガレイ 31.7 2 兵庫県 淡路市 佐野

210 240010074 今宮一彦 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 31.7 2 大分県 大分市 細港

213 ０２０１７００３５ 小林和則 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 31.7 1 兵庫県 淡路市 岩屋

214 130120065 中原 　章 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 31.6 2 愛知県 田原市 立馬崎

214 020130039 岡　文輝 兵庫協会 神戸中央サーフ 14 明石 マコガレイ 31.6 2 兵庫県 明石市 明石一文字

216 070680034 須田正巳 岡山協会 岡山ﾌｪﾆｯｸｽｻｰﾌ 20 笠岡 マコガレイ 31.6 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

216 050200012 眞田　清 愛媛協会 燧灘キャスターズ 31 今治 マコガレイ 31.6 1 愛媛県 今治 波方町馬刀潟

218 020290070 鶴田 和治 兵庫協会 レインボーキャスターズ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 31.5 9 宮城県 石巻市 渡波

219 120030003 竹内　英雄 愛知協会 愛知黒潮サーフ 9 渥美 イシガレイ 31.5 2 愛知県 田原市 伊良湖港

219 050070041 渡部　太一 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 マコガレイ 31.5 2 愛媛県 松山市 中島町粟井

221 130120065 中原 　章 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 31.4 1 愛知県 田原市 小中山

221 110130039 宇土 浩一郎 北九州 飛幡サーフ 37 福岡 イシガレイ 31.4 1 福岡県 福岡市西区 宮の浦

223 090230023 小早川秀晴 広島協会 音戸サーフ 25 柳井 マコガレイ 31.3 1 山口県 柳井市 笠佐島

224 010580075 下浦　輝明 大阪協会 大阪釣友サーフ 28 徳島 マコガレイ 31.2 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

224 010090005 小林　栄一 大阪協会 西大阪サーフ 28 徳島 マコガレイ 31.2 1 徳島県 鳴門市 西条

226 010150038 西丸　孝一 大阪協会 大阪若潮サーフ 13 淡路島 マコガレイ 31.1 1 兵庫県 淡路市 岩屋

226 050280023 増田光孝 愛媛協会 FLUCKS 31 今治 マコガレイ 31.1 1 愛媛県 今治 菊間川尻

226 050110004 小立雄次郎 愛媛協会 道後サーフ 32 松山 マコガレイ 31.1 1 愛媛県 松山市 堀江町

229 150040116 渡辺　直樹 北海道協会 はこだてサーフ 2 道 南 その他のカレイ31.0 7 北海道 函館市 大澗漁港

230 020290111 大前康弘 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 31.0 3 兵庫県 神戸市 平磯

231 020290003 松尾幸浩 兵庫協会 レインボーキャスターズ 14 明石 マコガレイ 31.0 2 兵庫県 神戸市 垂水区舞子
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232 080040041 宮崎 洋三 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 31.0 1 広島県 竹原市 忠海

232 080040043 山本 知拡 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 31.0 1 広島県 竹原市 長浜

234 170010025 伊藤　彰 千葉協会 千葉サーフ 6 木更津 マコガレイ 30.9 1 千葉県 木更津市 潮浜公園

235 010090027 森岡　修 大阪協会 西大阪サーフ 28 徳島 マコガレイ 30.7 2 徳島県 鳴門市 西条

235 160030013 大西　龍二 長崎協会 長崎あじさいサーフ 40 長崎南 マコガレイ 30.7 2 長崎県 島原市 長浜

235 050100021 小澤　明博 愛媛協会 西条プリマサーフ 31 今治 マコガレイ 30.7 2 愛媛県 今治 鳥生

238 070100082 森元伸治 岡山協会 岡山近海サｰフ 18 宇野 マコガレイ 30.7 1 香川県 向島

238 070780004 赤木　守 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 マコガレイ 30.7 1 鳥取県 境港市 外江

238 100010069 竹田　俊丸 山口協会 下関サーフ 26 下 関 マコガレイ 30.7 1 山口県 長門市 大浦

238 110130034 平松 数典 北九州 飛幡サーフ 37 福岡 イシガレイ 30.7 1 福岡県 福岡市西区 宮の浦

242 010380018 里村　達郎 大阪協会 大阪投友会 14 明石 マコガレイ 30.5 3 兵庫県 神戸市 林崎

243 020600042 町田　雅人 兵庫協会 神戸投魂会 14 明石 マコガレイ 30.5 2 兵庫県 神戸市 垂水区明石大橋下

244 020300053 宮地　進 兵庫協会 和田宮サーフ 14 明石 マコガレイ 30.5 1 兵庫県 明石市 林崎

244 050030015 菅 　　雅彦 愛媛協会 松山リール 32 松山 マコガレイ 30.5 1 愛媛県 松山市 北条浅海

246 050130017 別宮秀男 愛媛協会 燧倶楽部 31 今治 マコガレイ 30.4 3 愛媛県 今治 鳥生

247 080170001 西田 功 備後協会 スナメリサーフ 22 尾 道 マコガレイ 30.4 1 広島県 竹原市 高崎町

248 070040045 上林貞夫 岡山協会 岡山アングラーズ 21 境港 マコガレイ 30.3 1 鳥取県 境港市 境水道

248 010510050 西野　幸芳 大阪協会 門真サーフ 21 境港 イシガレイ 30.3 1 島根県 松江市 森山

250 140010028 伊東　順孝 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 30.2 4 宮城県 石巻市 渡波

251 010510002 石崎　孝二 大阪協会 門真サーフ 21 境港 マコガレイ 30.2 3 島根県 松江市 森山

252 010320003 中村　省三 大阪協会 大阪黒潮サーフ 28 徳島 マコガレイ 30.2 1 徳島県 鳴門市 里浦町粟津０番

252 240010058 梶原　浩 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 30.2 1 大分県 臼杵市 臼杵港

254 090050054 柳田　英憲 広島 スワローＦＣ 24 呉 マコガレイ 30.1 3 広島県 呉市 倉橋町宇和木

255 010260019 唐田　十九一 大阪協会 大阪アングラーズ 28 徳島 マコガレイ 30.1 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

256 090060025 野村　哲朗 広島協会 大野サーフ 25 柳井 マコガレイ 30.0 3 山口県 熊毛郡上関町 大津

256 100170011 宮崎　正信 山口協会 西京サーフ 27 德 山 イシガレイ 30.0 3 山口県 防府市 向島
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258 010480031 磯田　喜正 大阪協会 関西暁サーフ 13 淡路島 マコガレイ 30.0 1 兵庫県 淡路市 佐野

258 070330066 安念　章 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 マコガレイ 30.0 1 岡山県 倉敷市 大畠

258 100170026 有富　英博 山口協会 西京サーフ 27 德 山 イシガレイ 30.0 1 山口県 防府市 佐波川

258 050070031 八代　豊 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 マコガレイ 30.0 1 愛媛県 松山市 中島町神ノ浦

262 130120057 荒川　 進 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 29.9 1 愛知県 田原市

262 010130112 伴　一朗 大阪協会 大阪サーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 29.9 1 鳥取県 岩美町 田後

入賞ライン（此処まで）

264 070110023 中村栄介 岡山協会 岡山グリーンキャスターズ20 笠岡 マコガレイ 29.8 3 岡山県 笠岡市 白石島

265 010920046 小川　明 大阪協会 サーフ和 14 明石 マコガレイ 29.8 2 兵庫県 加古郡 播磨町本荘ケーソン

266 010090123 辻　和也 大阪協会 西大阪サーフ 28 徳島 マコガレイ 29.8 1 徳島県 鳴門市 西条

266 170040012 下田　龍男 千葉協会 ビッグワンサーフ 5 三 浦 マコガレイ 29.8 1 神奈川県 横須賀市 浦賀港

266 100020002 越智　武敏 山口協会 関門サーフ 26 下 関 マコガレイ 29.8 1 山口県 下関市 彦島荒田港

269 120040059 大羽　高弘 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 マコガレイ 29.7 2 愛知県 田原市 伊良湖港

270 170020003 小林　久 千葉協会 羽衣サーフ 6 木更津 マコガレイ 29.7 1 千葉県 富津市 富津新港

270 060200016 蔭山　正範 香川協会 ビッグキャスターズ 30 丸 亀 マコガレイ 29.7 1 香川県 三豊市 詫間町須田

272 010930012 大西　正男 大阪協会 鷺州シルバーサーフ 28 徳島 マコガレイ 29.6 2 兵庫県 南淡路市 福良

273 050100017 烏谷　卓二 愛媛協会 西条プリマサーフ 31 今治 マコガレイ 29.5 4 愛媛県 今治 鳥生

274 270010015 中村純也 青森協会 かまどキャスターズ 3 むつ小川原マコガレイ 29.5 1 青森県 六ヶ所村 新納屋岸壁

274 070680002 岡崎芳彦 岡山協会 岡山ﾌｪﾆｯｸｽｻｰﾌ 20 笠岡 マコガレイ 29.5 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

274 070860008 福永　一孝 岡山協会 恵比寿サーフ 20 笠岡 マコガレイ 29.5 1 岡山県 笠岡市 白石島

274 060170036 大石　冨士夫 香川協会 香川ドリームサーフ 30 丸 亀 マコガレイ 29.5 1 香川県 坂出市 番の州

278 130120069 児玉 隼人 中部協会 三河サーフ 9 渥美 マコガレイ 29.4 1 愛知県 田原市 小中山

279 070750024 三浦佳代子 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 19 下津井 マコガレイ 29.3 1 香川県 丸亀市 広島

279 060200014 戸田　有哉 香川協会 ビッグキャスターズ 30 丸 亀 マコガレイ 29.3 1 香川県 三豊市 詫間町須田

279 050090038 佐々木　茂雄 愛媛協会 西四国サーフ 35 中島 マコガレイ 29.3 1 愛媛県 松山市 中島町粟井

282 070340053 井上　文雄 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 マコガレイ 29.2 3 香川県 丸亀市 広島
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283 070200070 小倉　弘 岡山協会 岡山ブルーキャスターズ21 境港 マコガレイ 29.2 1 鳥取県 境港市 境水道

283 090250004 加賀　隆 広島 呉キャスターズ 24 呉 マコガレイ 29.2 1 広島県 江田島市 沖美町大黒神島

285 030010024 下村　   勝 徳島協会 徳島キャスタ-ズクラブ 28 徳島 マコガレイ 29.1 3 徳島県 鳴門市 高島町

286 010660021 栗谷　浩 大阪協会 大阪銀鱗投友会 21 境港 マコガレイ 29.1 1 島根県 松江市 福浦

287 010480034 籾木　千年 大阪協会 関西暁サーフ 28 徳島 マコガレイ 29.0 3 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

287 010100055 入船　文裕 大阪協会 ヤングサーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 29.0 3 鳥取県 岩美町 田後

289 070830003 田淵　義朗 岡山協会 CLUB　ULTIMA 17 鳥取東部 イシガレイ 29.0 1 鳥取県 岩美町 田後

289 060010084 尾崎　弘幸 香川協会 高松サーフ 30 丸 亀 マコガレイ 29.0 1 香川県 三豊市 詫間町箱

291 070130046 江原真司 岡山協会 岡山五月会サーフ 21 境港 イシガレイ 28.9 1 鳥取県 境港市 外江

292 090170067 内藤　壮一 広島協会 えのみやサーフ 9 渥美 イシガレイ 28.8 2 愛知県 田原市 西の浜

293 180080058 早川　英治 北陸協会 岩瀬釣友会 8 能登 イシガレイ 28.8 1 石川県 七尾市 能登島閨

294 110040014 中島 康彦 北九州 福岡サーフ 37 福岡 イシガレイ 28.6 2 福岡県 福岡市西区 西の浦

294 240010012 小谷仁士 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 28.6 2 大分県 佐伯市 番匠川

296 030080044 石野  一広 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 28.6 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

296 010960012 千葉　和彦 大阪協会 サンライズサーフ 13 淡路島 マコガレイ 28.6 1 兵庫県 淡路市 仮屋

298 020290096 木下昌彦 兵庫協会 レインボーキャスターズ 17 鳥取東部 イシガレイ 28.5 1 鳥取県 岩美町 田後

299 140080060 津田　恭平 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 28.4 2 宮城県 石巻市 佐須浜

300 020600055 内山　聖往 兵庫協会 神戸投魂会 14 明石 マコガレイ 28.4 1 兵庫県 神戸市 垂水区明石大橋下

300 010130180 竹内　敏和 大阪協会 大阪サーフ 14 明石 マコガレイ 28.4 1 兵庫県 明石市 二見

300 070110007 三木　敬滋 岡山協会 岡山グリーンキャスターズ20 笠岡 マコガレイ 28.4 1 岡山県 笠岡市 白石島

300 050100008 石川　裕暢 愛媛協会 西条プリマサーフ 31 今治 マコガレイ 28.4 1 愛媛県 今治 鳥生

304 070340048 建部　光明 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 マコガレイ 28.3 2 香川県 丸亀市 広島

305 010020029 谷　節二 大阪協会 ＯＫＡＣ 13 淡路島 マコガレイ 28.3 1 兵庫県 淡路市 鵜崎

305 020100036 佐々木　通 兵庫協会 美晴サーフ 13 淡路島 マコガレイ 28.3 1 兵庫県 淡路市 佐野港

307 050050014 西山　一彦 愛媛協会 長浜サーフ 32 松山 マコガレイ 28.2 5 愛媛県 松山市 今出

308 020030024 末吉賢二 兵庫協会 西宮天狗クラブ 13 淡路島 マコガレイ 28.2 1 兵庫県 淡路市 津名港

本賞の部20ページ



会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

長寸 総匹数
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名

309 240010018 田代和生 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 28.0 4 大分県 大分市 細港

310 130120053 松井 通浩 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 28.0 2 愛知県 田原市 小中山

310 070570126 難波　武 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 19 下津井 マコガレイ 28.0 2 香川県 丸亀市 広島

312 030070023 黒井　康之 徳島協会 徳島投友会 28 徳島 マコガレイ 28.0 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

312 150080001 井森　哲也 北海道 恵庭サーフ 1 道 央 クロガシラ 28.0 1 北海道 苫小牧 西港

314 010490015 六車　健一 大阪協会 長居ﾌｨｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 28 徳島 マコガレイ 27.9 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

315 020280038 長井　健吾 兵庫協会 姫路しらさぎサーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 27.8 1 鳥取県 岩美町 田後

316 070130044 近常晃州 岡山協会 岡山五月会サーフ 21 境港 イシガレイ 27.7 1 鳥取県 境港市 外江

316 240010069 小野妙子 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 27.7 1 大分県 大分市 細港

318 070330067 古米　恒雄 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 マコガレイ 27.6 2 岡山県 倉敷市 下津井

318 240010056 片桐隆二 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 マコガレイ 27.6 2 大分県 大分市 佐賀関港

320 010740066 森野　憲司 大阪協会 滋賀投友会 17 鳥取東部 イシガレイ 27.6 1 鳥取県 岩美町 田後

321 100050026 小堀　幸男 山口協会 火の山サーフ 25 柳井 マコガレイ 27.5 1 山口県 熊毛郡上関町

322 170010066 須藤　有樹也 千葉協会 千葉サーフ 6 木更津 マコガレイ 27.4 1 千葉県 木更津市 木更津沖堤防

323 030080037 矢部  郁夫 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 27.2 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町撫佐

323 010580067 志田　尚敏 大阪協会 大阪釣友サーフ 13 淡路島 マコガレイ 27.2 1 兵庫県 淡路市 津名港

323 010210023 上林　一 大阪協会 高槻サーフ 21 境港 イシガレイ 27.2 1 鳥取県 境港市 境水道

326 140080067 河原木　秀 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 27.1 3 宮城県 石巻市 渡波

327 060170003 猪熊　知巳 香川協会 香川ドリームサーフ 29 高 松 マコガレイ 27.1 2 香川県 さぬき市 小田

327 050110011 山西邦男 愛媛協会 道後サーフ 32 松山 マコガレイ 27.1 2 愛媛県 松山市 堀江町

329 020100027 吉岡　博 兵庫協会 美晴サーフ 13 淡路島 マコガレイ 27.1 1 兵庫県 淡路市 佐野

329 070730023 奥村誠治 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 マコガレイ 27.1 1 香川県 丸亀市 広島

329 050140013 安藤道人 愛媛協会 金亀サーフ 32 松山 マコガレイ 27.1 1 愛媛県 今治市 菊間町葉山

332 060120042 谷　和広 香川協会 観音寺ｻｰﾌ四季の会 30 丸 亀 マコガレイ 27.0 2 香川県 三豊市 詫間町須田

333 010510010 井田　昇 大阪協会 門真サーフ 13 淡路島 マコガレイ 27.0 1 兵庫県 淡路市 富島

333 020190016 岩本　千鶴雄 兵庫協会 山田フィッシングクラブ 14 明石 マコガレイ 27.0 1 兵庫県 明石市 東二見
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333 020280039 橋本　崇平 兵庫協会 姫路しらさぎサーフ 17 鳥取東部 イシガレイ 27.0 1 鳥取県 岩美町 田後

336 080040038 古地 忠義 備後協会 三原サーフ 22 尾 道 マコガレイ 26.9 1 広島県 福山市 沼隈町田島

337 030080057 東條　正浩 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 26.8 1 徳島県 鳴門市 里浦町大里橋

337 010100026 山谷　潤二 大阪協会 ヤングサーフ 15 香住 イシガレイ 26.8 1 鳥取県 岩美町 田後港

337 020010057 森下　泰行 兵庫協会 阪神サーフ 37 福岡 マコガレイ 26.8 1 福岡県 福岡市西区 唐泊

340 160030002 上田　茂孝 長崎協会 長崎あじさいサーフ 40 長崎南 マコガレイ 26.7 4 長崎県 島原市 猛島神社前堤防

341 010220001 吉岡　政一 大阪協会 東住吉サーフ 13 淡路島 マコガレイ 26.7 1 兵庫県 洲本市 由良新川口

342 140010243 遠藤　守 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 26.5 5 宮城県 東松島市 室浜

343 020020041 吉田勝男 兵庫協会 関西サーフ 14 明石 マコガレイ 26.5 3 兵庫県 加古郡 播磨町本荘

344 010380045 廣瀬　益美 大阪協会 大阪投友会 14 明石 マコガレイ 26.5 2 兵庫県 明石市

345 140080058 橋元　秋雄 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 26.4 2 宮城県 鳴瀬町 野蒜

346 160040011 小浦　文男 長崎協会 インター長崎サーフ 40 長崎南 マコガレイ 26.4 1 長崎県 島原市 小川

346 070730084 奥村誠希 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 マコガレイ 26.4 1 香川県 丸亀市 本島

348 020310038 瀬合　睦三 兵庫協会 西神戸アングラーズ 13 淡路島 マコガレイ 26.2 1 兵庫県 淡路市 塩尾

348 020190019 佐本　均 兵庫協会 山田フィッシングクラブ 14 明石 マコガレイ 26.2 1 兵庫県 明石市 東二見

350 010490031 吉田　二久 大阪協会 長居ﾌｨｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 28 徳島 マコガレイ 26.1 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

351 010530002 千原　重利 大阪協会 レインマンサーフ 17 鳥取東部 マコガレイ 26.1 1 鳥取県 湯梨浜町 泊

351 110050008 中村 正範 北九州 小倉メゴチサーフ 39 国東 マコガレイ 26.1 1 大分県 国東市 種田港

353 ０２０１７００６５ 間　　　治 兵庫協会 明石サーフ 14 明石 マコガレイ 26.0 4 兵庫県 明石市 岬町一文字

354 120040035 毛利　良秀 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 マコガレイ 26.0 3 愛知県 田原市 伊良湖港

355 010260051 阿部　文宣 大阪協会 大阪アングラーズ 28 徳島 マコガレイ 26.0 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

355 060010085 中村　正也 香川協会 高松サーフ 29 高 松 マコガレイ 26.0 1 香川県 高松市 庵治江の浜

357 020560006 深山正司 兵庫協会 但馬豊岡サーフ 15 香住 マコガレイ 25.8 1 京都府 京丹後市 久美浜

358 020530021 武田　　誠 兵庫協会 パナソニックエナジーサーフ13 淡路島 マコガレイ 25.7 1 兵庫県 淡路市 岩屋

359 020140062 魚崎一彦 兵庫協会 三ツ星サーフＣ.Ｃ 13 淡路島 マコガレイ 25.6 1 兵庫県 淡路市 志筑

360 090050052 池田　克成 広島 スワローＦＣ 24 呉 マコガレイ 25.5 3 広島県 呉市 倉橋町宇和木
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361 270030003 下道　勝 青森協会 FC投人 3 むつ小川原マコガレイ 25.5 1 青森県 六ヶ所村 新納屋岸壁

361 110050022 北野 信明 北九州 小倉メゴチサーフ 39 国東 マコガレイ 25.5 1 大分県 国東市 種田港

363 160030007 小森　淳一 長崎協会 長崎あじさいサーフ 40 長崎南 マコガレイ 25.2 1 長崎県 島原市 長浜

364 010930006 浅井　卓美 大阪協会 鷺州シルバーサーフ 28 徳島 マコガレイ 25.1 2 兵庫県 南淡路市 福良

365 030080002 塩田   　淳 徳島協会 徳島セントラルサーフ 28 徳島 マコガレイ 25.0 4 徳島県 鳴門市 土佐泊浦

366 070100079 米澤勝臣 岡山協会 岡山近海サｰフ 18 宇野 マコガレイ 25.0 2 香川県 向島

367 010260034 沢田　孝治 大阪協会 大阪アングラーズ 28 徳島 マコガレイ 25.0 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神
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ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地    名

1 010660036 高倉　雅典 大阪協会 大阪銀鱗投友会 12 尾鷲 イラ 46.0 45.0 1.022 3 三重県 尾鷲市 古江

2 070730015 坪井和夫 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 マダイ 68.8 70.0 0.983 1 香川県 丸亀市 本島小阪港

3 070780042 西山　輝義 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 スズキ 83.3 85.0 0.980 2 鳥取県 境港市 外江

4 010740064 大宮　弘勝 大阪協会 滋賀投友会 12 尾鷲 タカノハダイ 39.0 40.0 0.975 6 三重県 熊野市 磯崎

5 150010060 濱谷薫 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 カジカ 42.5 45.0 0.944 1 北海道 室蘭市 鷲別

6 230020002 畠　勝 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 51.4 55.0 0.935 1 新潟県 柏崎市 石地

7 150010114 大西　勇輝 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 カジカ 42.0 45.0 0.933 1 北海道 登別市 富浦

8 020460047 村上　幸司 兵庫協会 投技会 13 淡路島 ウマヅラハギ 37.2 40.0 0.930 3 兵庫県 淡路市 釜口漁港

9 050240021 山路　康彦 愛媛協会 松山フィッシング 32 松山 クロダイ 51.1 55.0 0.929 1 愛媛県 松山市 北条柳原

10 150010121 蒲浦　直純 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 カジカ 41.4 45.0 0.920 1 北海道 登別市 蘭法華岬

11 050090022 清水　大介 愛媛協会 西四国サーフ 32 松山 マゴチ 59.0 65.0 0.908 2 愛媛県 松山市 浅海

12 050030008 三好　建史 愛媛協会 松山リール 32 松山 クロダイ 49.0 55.0 0.891 3 愛媛県 松山市 北条大浦

13 050300007 小本　浩之 愛媛協会 ヤマキ爆釣会 32 松山 ウマヅラハギ 35.6 40.0 0.890 1 愛媛県 今治市 菊間町

14 090170001 小池　　勝 広島協会 えのみやサーフ 25 柳井 クロダイ 48.3 55.0 0.878 13 山口県 大島郡周防大島町家房

15 230020030 坂井　智行 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 48.3 55.0 0.878 2 新潟県 柏崎市 番神

16 190070037 土井　公明 鳥取協会 出雲おろちサーフ 25 柳井 マゴチ 57.0 65.0 0.877 1 山口県 大島郡周防大島町東三蒲

17 140010173 加藤　芳幸 宮城協会 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 47.9 55.0 0.871 11 宮城県 女川町 高白浜

18 120010024 山本　憲男 愛知協会 豊橋サーフ 9 渥美 ヒラメ 52.0 60.0 0.867 4 愛知県 田原市 石門

19 020280036 飯塚　太郎 兵庫協会 姫路しらさぎサーフ 21 境港 スズキ 73.5 85.0 0.865 4 鳥取県 境港市 外江

20 270030011 橋場淳吾 青森協会 FC投人 3 むつ小川原 アイナメ 47.5 55.0 0.864 1 青森県 東通村 尻労漁港

21 070290003 古川克己 岡山協会 岡山労金サーフ 19 下津井 クロダイ 47.4 55.0 0.862 3 香川県 丸亀市 広島

22 050220013 高市浩之 愛媛協会 楽釣会 34 大洲 シロギス 30.1 35.0 0.860 2 愛媛県 大洲市 長浜町今坊

23 150040037 加藤　修司 北海道協会 はこだてサーフ 2 道 南 アイナメ 47.0 55.0 0.855 1 北海道 函館市 御崎漁港

24 020290072 藤原圭三 兵庫協会 レインボーキャスターズ21 境港 クロダイ 46.9 55.0 0.853 2 鳥取県 境港市 外江

クラブ名 会場名 ポイント
釣　　り　　場

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数

平成２４年１１月１８日開催第97回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

【 他　魚　の　部 】
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25 020680004 池野　仁市 兵庫協会 SURF BATTLE FISH 21 境港 ヒラメ 50.5 60.0 0.842 1 島根県 松江市 惠曇

26 070730052 深井武彦 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 ウマヅラハギ 33.6 40.0 0.840 7 香川県 丸亀市 本島

27 070290046 神崎　定 岡山協会 岡山労金サーフ 19 下津井 クロダイ 46.2 55.0 0.840 1 香川県 丸亀市 広島

28 230020019 加藤　克則 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 46.0 55.0 0.836 3 新潟県 糸魚川市 青海

29 240060013 永松紀征 大分協会 ダイナミックサーフ 39 国東 クロダイ 45.3 55.0 0.824 2 大分県 国東市

30 070040019 藤原武範 岡山協会 岡山アングラーズ 21 境港 シロギス 28.7 35.0 0.820 9 鳥取県 境港市 隠岐汽船乗場

31 090160059 谷本　一政 広島協会 呉投友会 24 呉 キチヌ 45.1 55.0 0.820 3 広島県 呉市 警固屋９丁目西

32 050110034 網野裕和 愛媛協会 道後サーフ 32 松山 スズキ 69.5 85.0 0.818 1 愛媛県 今治市 菊間町

33 020250039 廣岡明彦 兵庫協会 姫路投友会 21 境港 シロギス 28.5 35.0 0.814 1 島根県 松江市 森山

34 070860013 野口　仁生 岡山協会 恵比寿サーフ 20 笠岡 キュウセン 26.8 33.0 0.812 6 岡山県 笠岡市 白石島

35 070460045 森脇桂次 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 マゴチ 52.7 65.0 0.811 3 岡山県 玉野市 渋川

36 070290050 岡本和久 岡山協会 岡山労金サーフ 19 下津井 クロダイ 44.6 55.0 0.811 2 香川県 丸亀市 広島

37 070210015 大下　茂男 岡山協会 岡山マスターズ 21 境港 シロギス 28.3 35.0 0.809 6 島根県 松江市 福浦

38 150090009 中村幸太 北海道 SC抜投会 1 道 央 アイナメ 44.5 55.0 0.809 1 北海道 登別市 富浦

39 160020016 笠原　美智信長崎協会 佐世保サーフ 41 唐津城 マゴチ 52.5 65.0 0.808 5 長崎県 松浦市 鷹島

40 010740025 片岡　洋次朗大阪協会 滋賀投友会 12 尾鷲 ヘダイ 44.0 55.0 0.800 5 三重県 熊野市 マブリカ

40 010740033 南　孝範 大阪協会 滋賀投友会 12 尾鷲 カワハギ 28.0 35.0 0.800 5 三重県 熊野市 マブリカ

42 090110020 川上　博之 広島協会 広島リールクラブ 24 呉 クロダイ 43.6 55.0 0.793 23 広島県 江田島市 沖美町外美能

43 070100011 真鍋孝見 岡山協会 岡山近海サｰフ 18 宇野 キュウセン 26.1 33.0 0.791 2 香川県 向島

44 140070023 鈴木　伸弥 宮城協会 仙台青葉サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 43.3 55.0 0.787 29 宮城県 石巻市 渡波

45 020020079 一橋　政仁 兵庫協会 関西サーフ 13 淡路島 コブダイ 59.0 75.0 0.787 2 兵庫県 淡路市 佐野新島

46 080010055 宮本 周蔵 備後協会 尾道磯釣サーフ 21 境港 シロギス 27.4 35.0 0.783 26 島根県 松江市 美保関

47 190010001 前島　勝義 鳥取協会 鳥取サーフ 17 鳥取東部 スズキ 66.3 85.0 0.780 1 鳥取県 気高町 船磯

48 220040020 吉田　正重 三重協会 志摩サーフ 12 尾鷲 イシダイ 38.8 50.0 0.776 2 三重県 尾鷲市 行野

49 150040134 柴田　智久 北海道協会 はこだてサーフ 2 道 南 アイナメ 42.5 55.0 0.773 3 北海道 函館市 大澗漁港

50 010320031 養老　秀一 大阪協会 大阪黒潮サーフ 28 徳島 スズキ 65.1 85 0.766 4 徳島県 鳴門市 里浦町里浦

51 100020039 冨成　冨次 山口協会 関門サーフ 26 下 関 シロギス 26.7 35.0 0.763 2 山口県 下関市 巌流島
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52 140070007 木村　春男 宮城協会 仙台青葉サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 41.7 55.0 0.758 17 宮城県 石巻市 佐須浜

53 030090031 東野  一夫 徳島協会 碧水サーフＣ．Ｃ 28 徳島 シロギス 26.5 35 0.757 4 徳島県 徳島市 川内町薬師裏

54 090140047 住田　安弘 広島協会 FC呉 23 浜田 コブダイ 56.5 75.0 0.753 1 島根県 浜田市 瀬戸が島

55 050140008 濱田公彦 愛媛協会 金亀サーフ 32 松山 アイナメ 41.0 55.0 0.745 5 愛媛県 松山市 菊間町葉山

56 180140010 野尻　勇 北陸協会 石川投友会 8 能登 シロギス 26.0 35.0 0.743 7 石川県 七尾市 能登島無関

57 020680003 松崎　哲裕 兵庫協会 SURF BATTLE FISH 21 境港 ヒラメ 44.5 60.0 0.742 1 島根県 松江市 惠曇

58 030040104 中矢  賢治 徳島協会 徳島鱗友サーフ 28 徳島 マゴチ 48.0 65 0.738 1 徳島県 鳴門市 大津町徳長字前ノ越

59 070290045 岡本朋久 岡山協会 岡山労金サーフ 19 下津井 クロダイ 40.3 55.0 0.733 3 香川県 丸亀市 広島

60 230020001 杉野　晶一 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 40.2 55.0 0.731 1 新潟県 長岡市 出雲崎

61 170020017 杉野　宏 千葉協会 羽衣サーフ 6 木更津 スズキ 62.0 85.0 0.729 3 千葉県 木更津市 畔戸漁港

61 240060001 永松美智也大分協会 ダイナミックサーフ 39 国東 クロダイ 40.1 55.0 0.729 3 大分県 国東市 姫島

63 230020033 羽生　和行 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 40.0 55.0 0.727 2 新潟県 長岡市 寺泊

64 100170046 小林　透 山口協会 西京サーフ 27 德 山 クロダイ 40.0 55.0 0.727 1 山口県 周南市 洲島

65 220020002 杉本　義徳 三重協会 四日市サーフ 11 三重 クロダイ 39.8 55.0 0.724 5 三重県 伊勢市 二見江

66 150010089 今村幸司 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 カジカ 32.6 45.0 0.724 1 北海道 室蘭市 鷲別

此処まで入賞ライン

67 010870005 有光　伸悟 大阪協会 北斗サーフ 16 和歌山 トカゲエソ 46.7 65.0 0.718 1 和歌山県 和歌山市 和歌山港

67 070790005 仲原亮爾 岡山協会 岡山春日サーフ 21 境港 スズキ 61.0 85.0 0.718 1 島根県 松江市 美保関

69 100150002 竹原　薫 山口協会 周防サーフcc 27 德 山 クロダイ 38.8 55.0 0.705 2 山口県 下松市 笠戸島

70 090160077 横山　浩二 広島協会 呉投友会 24 呉 キチヌ 38.6 55.0 0.702 6 広島県 音戸町 高須双見の鼻

71 100170023 鈴木　　晃 山口協会 西京サーフ 27 德 山 クロダイ 38.6 55.0 0.702 3 山口県 下松市 笠戸島

72 030080023 坂東  完治 徳島協会 徳島セントラルサーフ28 徳島 キチヌ 38.6 55 0.702 2 徳島県 徳島市 吉野川大下

73 070330073 柏野　恒男 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 ニベ 38.6 55.0 0.702 1 岡山県 倉敷市 大畠

73 070200001 居樹　寿志 岡山協会 岡山ブルーキャスターズ21 境港 スズキ 59.7 85.0 0.702 1 鳥取県 境港市 境水道

75 090130071 藤島　浩規 広島協会 広島釣趣会 25 柳井 マダイ 49.1 70.0 0.701 8 山口県 大島郡周防大島町伊崎

76 070340052 原田 定保 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 コブダイ 52.5 75.0 0.700 8 香川県 丸亀市 広島

77 140080068 大野　孝広 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ4 牡鹿雄勝 アイナメ 38.5 55.0 0.700 6 宮城県 東松島市 大浜
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78 100020055 前崎　栄治 山口協会 関門サーフ 26 下 関 ニベ 38.5 55.0 0.700 5 山口県 下関市 巌流島

79 060110053 森西　昭二 香川協会 香川鱗友サーフ 29 高 松 エソ 45.3 65.0 0.697 2 香川県 さぬき市 津田猪塚

80 230020011 鈴木　一正 新潟協会 柏崎サーフ 7 柏崎海岸 クロダイ 38.3 55.0 0.696 1 新潟県 柏崎市 石地

81 140080018 相澤　浩次 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ4 牡鹿雄勝 アイナメ 38.0 55.0 0.691 12 宮城県 女川町 女川港

82 010210072 駒村　道彦 大阪協会 高槻サーフ 21 境港 スズキ 58.3 85.0 0.686 1 鳥取県 境港市 境水道

83 160040013 荒木　淳二 長崎協会 インター長崎サーフ 40 長崎南 キチヌ 37.5 55.0 0.682 2 長崎県 島原市 猛島神社前堤防

83 170010060 神崎　洋輔 千葉協会 千葉サーフ 5 三 浦 アイナメ 37.5 55.0 0.682 2 神奈川県 横浜市 野島ドック

85 100150004 長谷部　宏 山口協会 周防サーフcc 27 德 山 クロダイ 37.3 55.0 0.678 1 山口県 周南市 上コウズ瀬

86 010260058 北林　正臣 大阪協会 大阪アングラーズ 28 徳島 アイナメ 37.2 55 0.676 12 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

87 050020009 笠原　重久 愛媛協会 新居浜サーフ 36 大島 スズキ 57.3 85.0 0.674 4 愛媛県 今治市 吉海町志津見

88 070460026 坂口　勇 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 クロダイ 37.0 55.0 0.673 6 香川県 カツラ島

89 070100030 河田尚一 岡山協会 岡山近海サｰフ 18 宇野 キチヌ 37.0 55.0 0.673 2 香川県 向島

90 020680002 西岡　映史 兵庫協会 SURF BATTLE FISH 21 境港 スズキ 56.9 85.0 0.669 1 島根県 松江市 惠曇

91 140100042 渡辺　司 宮城協会 宮城海游サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 36.5 55.0 0.664 20 宮城県 石巻市 渡波

92 100170039 兼重　義昭 山口協会 西京サーフ 27 德 山 アイナメ 36.5 55.0 0.664 1 山口県 下松市 笠戸島

93 090120053 藤川　隆功 広島協会 安芸サーフ 24 呉 クロダイ 36.3 55.0 0.660 10 広島県 江田島市 沖美町美高

94 160040003 田中　孝司 長崎協会 インター長崎サーフ 40 長崎南 キチヌ 36.3 55.0 0.660 1 長崎県 島原市 猛島神社前堤防

95 020130083 山田　泰久 兵庫協会 神戸中央サーフ 1 道 央 アイナメ 36.2 55.0 0.658 2 北海道 伊達市 有珠漁港

96 070780029 古川　晋二 岡山協会 ＴＥＡＭ遊 21 境港 スズキ 55.9 85.0 0.658 1 島根県 松江市 宇井

97 020010022 戸田　徳弘 兵庫協会 阪神サーフ 13 淡路島 エソ 42.7 65.0 0.657 1 兵庫県 淡路市 志筑港

98 030010050 平松  博安 徳島協会 徳島キャスタ-ズクラブ28 徳島 エソ 42.2 65 0.649 1 徳島県 徳島市 沖ノ州

99 250010010 深田　吉宜 和歌山協会 和歌山サーフ 16 和歌山 キチヌ 35.6 55.0 0.647 4 和歌山県 和歌山市 水軒

100 120030012 佐藤　和年 愛知協会 愛知黒潮サーフ 9 渥美 アイナメ 35.5 55.0 0.645 3 愛知県 田原市 伊良湖港

101 110050033 中村 健吾 北九州協会 小倉メゴチサーフ 26 下 関 クロダイ 35.5 55.0 0.645 1 福岡県 北九州市 若松ひびき

102 090090055 堤　信行 広島協会 廿日市サーフ 25 柳井 マダイ 44.9 70.0 0.641 1 山口県 柳井市大畠町

103 090250009 阿井　豪敏 広島協会 呉キャスターズ 24 呉 マゴチ 41.3 65.0 0.635 4 広島県 江田島市 沖美町大黒神島

104 020280050 亀井　真人 兵庫協会 姫路しらさぎサーフ 21 境港 スズキ 53.8 85.0 0.633 1 鳥取県 境港市 外江
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105 090090002 弦本　泰成 広島協会 廿日市サーフ 25 柳井 トカゲエソ 40.9 65.0 0.629 1 山口県 大島郡周防大島町船越

106 150010025 菅原　隆 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 アイナメ 34.1 55.0 0.620 1 北海道 室蘭市 鷲別

107 090120023 吉田　康暢 広島協会 安芸サーフ 24 呉 キチヌ 33.7 55.0 0.613 6 広島県 呉市 倉橋町長谷

108 160010004 平　秀昭 長崎協会 長崎サーフ 41 唐津城 エソ 39.7 65.0 0.611 6 佐賀県 唐津市 名護屋漁港

109 100020022 中島　三四郎山口協会 関門サーフ 26 下 関 エソ 39.4 65.0 0.606 3 山口県 長門市 油谷

110 050120017 高須　春樹 愛媛協会 四国投友会 36 大島 クロダイ 33.0 55.0 0.600 2 愛媛県 今治市 吉海町江越

111 090110021 板倉　和幸 広島協会 広島リールクラブ 25 柳井 トカゲエソ 38.7 65.0 0.595 11 山口県 大島郡周防大島町油宇

112 050010002 十亀龍一 愛媛協会 松山サーフ 33 興居島 エソ 38.7 65.0 0.595 9 愛媛県 松山市 門田町

113 070460015 弟子丸淳二岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 マダイ 41.5 70.0 0.593 2 香川県 カツラ島

114 070110072 柳田忠 岡山協会 岡山グリーンキャスターズ21 境港 スズキ 50.1 85.0 0.589 1 島根県 松江市 宇井

115 130120018 稲垣 武利 中部協会 三河サーフ 9 渥美 アイナメ 32.2 55.0 0.585 2 愛知県 田原市 小中山

116 010130182 森　良司 大阪協会 大阪サーフ 14 明石 アイナメ 32.1 55.0 0.584 3 兵庫県 明石市 二見町

116 240010015 池部裕之 大分協会 大分サーフ 38 臼 杵 キチヌ 32.1 55.0 0.584 3 大分県 佐伯市 番匠川

118 010870034 安田　哲 大阪協会 北斗サーフ 28 徳島 アイナメ 31.8 55 0.578 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

119 170020013 関　光成 千葉協会 羽衣サーフ 6 木更津 アイナメ 31.5 55.0 0.573 1 千葉県 富津市 富津新港

119 070570101 佐藤新平 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 19 下津井 アイナメ 31.5 55.0 0.573 1 香川県 丸亀市 広島

121 150010108 玉田　則真 北海道協会 札幌サーフ 1 道 央 アイナメ 31.2 55.0 0.567 1 北海道 苫小牧市 西港

122 150040139 林　秀明 北海道協会 はこだてサーフ 2 道 南 アイナメ 31.0 55.0 0.564 3 北海道 函館市 女那川漁港

123 010160050 眞保　弘 大阪協会 大正サーフ 13 淡路島 アイナメ 30.9 55.0 0.562 1 徳島県 鳴門市 粟津

124 070340042 岩部　浩二 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 アイナメ 30.7 55.0 0.558 8 香川県 丸亀市 広島

125 140100052 佐竹　憲司 宮城協会 宮城海游サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 30.4 55.0 0.553 2 宮城県 石巻市 佐須浜

126 090090016 高田　一雄 広島協会 廿日市サーフ 25 柳井 マダイ 38.5 70.0 0.550 2 山口県 柳井市大畠町

127 050050016 記内　博 愛媛協会 長浜サーフ 34 大洲 トカゲエソ 35.6 65.0 0.548 2 愛媛県 大洲市 長浜町長浜内港

128 110050016 邑本 賢治 北九州協会 小倉メゴチサーフ 26 下 関 マダイ 35.5 70.0 0.507 16 山口県 長門市 油谷大浦

129 090090053 小請　秀司 広島協会 廿日市サーフ 25 柳井 マダイ 35.5 70.0 0.507 7 山口県 柳井市 野島

130 090110002 蔦　一二一 広島協会 広島リールクラブ 25 柳井 マダイ 35.1 70.0 0.501 12 山口県 大島郡周防大島町油宇

131 010020021 合田　幸男 大阪協会 ＯＫＡＣ 13 淡路島 コブダイ 36.8 75.0 0.491 9 兵庫県 淡路市 鵜崎
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132 070710001 中村則文 岡山協会 西岡山フィッツ 20 笠岡 マダイ 32.8 70.0 0.469 13 岡山県 笠岡市 縦島

133 010740058 須藤　寛 大阪協会 滋賀投友会 12 尾鷲 メイチダイ 35.2 75.0 0.469 8 三重県 熊野市 磯崎

134 240060003 杉元繁治 大分協会 ダイナミックサーフ 39 国東 マダイ 32.7 70.0 0.467 1 大分県 国東市 姫島

135 020670005 宿南　潤 兵庫協会 Ｓｕｒｆ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 15 香住 マダイ 32.1 70.0 0.459 1 兵庫県 香美町 柴山港
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