
順位 協会名 チーム名 選手氏名 重量
1 中部 中部協会 高野　孝 716

2 兵庫 レインボーキャスターズ　Ａ 松尾　幸浩 708

3 大阪 サーフ和　Ａ 横田　博昭 658

3 兵庫 神戸投翔会　A 経ヶ阪　俊彦 658

5 大阪 大阪協会チーム 森永　和利 590

6 徳島 徳島鱗友サーフ 中矢　賢治 580

7 大阪 サーフ和　Ａ 藤原　靖典 470

8 兵庫 神戸投翔会　B 谷口　和弘 454

9 兵庫 神戸中央サーフ　Ａ 重永　誠 434

10 兵庫 神戸中央サーフ　Ａ 帷　譲二 408

11 香川 観音寺サーフ四季の会　Ａ 増田　信幸 400

12 大阪 大阪サーフ　A 森　健治 372

13 中部 敦賀サーフ 増田　桂一 370

14 兵庫 レインボーキャスターズ　Ａ 岡野　宣也 360

15 兵庫 西宮天狗クラブ　Ａ 高橋　孝司 352

16 広島 えのみやサーフ 宇野　総一 334

17 兵庫 レインボーキャスターズ　Ａ 大前　勝紀 316

18 中部 中部協会 家田　宏治 314

19 東京 シーガルFC 井上　富浩 302

20 高知 高知協会チーム 山中　幸一 300

21 兵庫 神戸投翔会　A 塩崎　賢 282

21 兵庫 神戸投翔会　B 池田　和生 282

23 大阪 大阪サーフ　D 杉本　淳 274

23 徳島 徳島鱗友サーフ 田中　聡 274

25 大阪 レインマンサーフ　Ａ 岡本　宣勝 272

25 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｆ 鈴木　宏哉 272

27 兵庫 神戸投翔会　A 原　孝 268

27 兵庫 神戸パルF.C　A 山本　功作 268

29 香川 観音寺サーフ四季の会　Ａ 木谷　真一 262

30 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｅ 磯貝　憲史 258

31 大阪 サーフフックライン 三井　将行 252

32 徳島 徳島鱗友サーフ 多田　弘一 244

33 新潟 新潟協会チーム 藍澤　剛 240

34 大阪 大阪サーフ　A 佐織　尚史 232

35 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｆ 松下　憲生 230

36 中部 敦賀サーフ 岡村　繁 220

37 高知 高知協会チーム 吉永　武司 204

38 中部 中部協会 荒川　進 198

39 兵庫 但馬豊岡サーフ　B 柳沢　雅樹 190

40 中部 敦賀サーフ 向　義治 182

41 兵庫 但馬豊岡サーフ　D 松本　隆 178

42 大阪 サーフ・スキッパーズ 新屋　和義 172

43 兵庫 但馬豊岡サーフ　D 秋庭　学 168

43 香川 香川協会チーム 青木　定信 168

45 千葉 NFCサーフ 内藤　三平 166
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順位 協会名 チーム名 選手氏名 重量
46 大阪 大阪アングラーズ　A 本屋敷　保生 164

46 東京 シーガルFC 井上　浩太 164

48 兵庫 神戸中央サーフ　Ｃ 生田　隆博 160

49 大阪 長居フィッシングクラブ 六車　健一 154

49 香川 香川協会チーム 青木　千恵子 154

51 兵庫 西宮天狗クラブ　Ａ 末吉　賢二 150

52 千葉 NFCサーフ 堀内　寛之 148

53 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｂ 長野　安義 146

54 香川 観音寺サーフ四季の会　Ｂ 大平　國雄 144

55 兵庫 神戸パルF.C　A 南山　進一 142

56 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｄ 鎌田　拓也 140

57 兵庫 兵庫協会　Ｂ 片山　龍雄 136

57 新潟 新潟協会チーム 細井　一徳 136

59 大阪 大阪アングラーズ　A 高山　利夫 130

60 大阪 大阪サーフ　A 伊達　浩憲 126

61 兵庫 神戸中央サーフ　Ｃ 西山　浩一 122

62 兵庫 遊魚会 武田　朝信 120

63 大阪 サーフ和　Ａ 西村　博文 114

63 広島 えのみやサーフ 本多　利雄 114

63 東京 東京協会チーム 紫藤　英樹 114

66 兵庫 神戸投翔会　B 藤原　貞雄 112

66 兵庫 神戸中央サーフ　Ｂ 石原　勝 112

66 香川 観音寺サーフ四季の会　Ａ 増田　美穂子 112

69 兵庫 神戸パルF.C　A 橋本　広志 108

70 兵庫 神戸中央サーフ　Ｃ 名村　嘉人 104

70 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｃ 人見　正人 104

72 徳島 徳島協会チーム 矢部　郁夫 102

73 兵庫 遊魚会 高木　雄二 98

74 兵庫 但馬豊岡サーフ　B 門間　豊 96

74 兵庫 神戸中央サーフ　Ｂ 渡辺　光弘 96

76 兵庫 神戸中央サーフ　Ａ 中矢　光昭 94

77 愛媛 愛媛協会Ａチーム 岡田　正時 92

77 香川 香川協会チーム 長澤　修二 92

77 東京 シーガルFC 森本　光彦 92

80 大阪 大阪サーフ　B 奥村　直人 90

80 東京 東京協会チーム 森本　富君子 90

82 兵庫 神戸パルF.C　B 岸　武広 88

82 兵庫 神戸パルF.C　B 大橋　政夫 88

82 兵庫 兵庫協会　Ａ 穴田　博也 88

85 兵庫 但馬豊岡サーフ　A 寺下　計利 84

86 大阪 アワジフィッシングクラブ　A 小山　昌彦 80

86 兵庫 姫路しらさぎサーフ　Ａ 高瀬　政見 80

88 大阪 レインマンサーフ　B 養老　秀一 78

88 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｄ 立嶋　達也 78

90 兵庫 但馬豊岡サーフ　A 麻田　裕之 76

90 兵庫 但馬豊岡サーフ　D 中尾　和寿 76

90 兵庫 姫路しらさぎサーフ　Ａ 木村　一次 76

93 大阪 北斗サーフ 矢野　圭延 68

93 兵庫 兵庫協会　Ｂ 田畑　昇作 68

95 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｃ 西野　好生 62

95 兵庫 阪神サーフ　Ｂ 田中　初幸 62
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97 大阪 レインマンサーフ　Ａ 千原　重利 56

97 大阪 レインマンサーフ　Ａ 大西　高嘉 56

97 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｂ 田村　広志 56

100 兵庫 姫路しらさぎサーフ　Ｂ 飯塚　太郎 54

100 兵庫 西宮天狗クラブ　Ｂ 田中　土邦 54

102 大阪 レインマンサーフ　B 浜口　潤吉 52

103 大阪 アワジフィッシングクラブ　A 仲辻　勲 50

104 香川 観音寺サーフ四季の会　Ｂ 岡田　守雄 46

105 大阪 大阪サーフ　C 戸田　智 44

105 兵庫 六甲サーフ　Ａ 寺崎　由美 44

107 兵庫 姫路しらさぎサーフ　Ｂ 角谷　英敏 42

107 中部 中京サーフ 鈴木　秋生 42

109 兵庫 六甲サーフ　Ａ 田口　憲生 40

109 愛媛 愛媛協会Ｂチーム 川東　靖 40

111 兵庫 三ツ星サーフ　Ｂ 魚崎　一彦 38

112 大阪 大阪アングラーズ　B 平井　一男 36

112 兵庫 神戸中央サーフ　Ｂ 吉川　隆康 36

112 広島 廿日市サーフ 堤　信行 36

112 北九州 門司サーフ 田中　義政 36

116 大阪 貝塚サーフ　A 外山　均 34

116 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｅ 木下　昌彦 34

118 兵庫 但馬豊岡サーフ　B 森田　文男 32

118 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｅ 加島　猛 32

120 大阪 大阪サーフ　D 村上　静馬 30

120 大阪 サーフ・スキッパーズ 正門　裕二 30

120 兵庫 三ツ星サーフ　Ａ 渡辺　敏夫 30

120 北九州 飛幡サーフ 大石　祥治 30

120 中部 中京サーフ 山本　繁樹 30

125 大阪 長居フィッシングクラブ 福田　昌司 28

125 兵庫 阪神サーフ　Ａ 小林　美文 28

125 北九州 飛幡サーフ 平松　数典 28

125 北九州 門司サーフ 陣内　崇光 28

129 大阪 大阪アングラーズ　A 沢田　孝治 24

129 大阪 なにわキャスターズ　A 宮内　宏知 24

129 愛媛 愛媛協会Ａチーム 田村　雅邦 24

132 大阪 西大阪サーフ　Ａ 仙石　慶輔 20

132 兵庫 三ツ星サーフ　Ａ 北詰　繁清 20

132 兵庫 六甲サーフ　Ａ 田中　三重子 20

132 兵庫 姫路しらさぎサーフ　Ａ 本上　大治 20

132 兵庫 龍野サーフ 糀谷　英明 20

137 大阪 西大阪サーフ　Ａ 大野　健太郎 18

137 大阪 アワジフィッシングクラブ　B 網谷　保 18

137 大阪 アワジフィッシングクラブ　B 笠松　賢次 18

137 兵庫 三ツ星サーフ　Ｂ 薬師寺　定生 18

137 兵庫 レインボーキャスターズ　Ｂ 池田　成寿 18

137 兵庫 西宮天狗クラブ　Ｂ 菊池　啓 18

137 愛媛 三島サーフ 別府　準 18

144 大阪 アワジフィッシングクラブ　A 杉峠　龍弥 14

144 大阪 大阪協会チーム 原　優一 14

3 / 3 ページ


