
平成24年12月16日(日）

淡路島全島 及び 小鳴門周辺

大阪協会：228名　　兵庫協会：186名　　　合計　414名（内、女少7名）

本賞の部：全日本サーフキャスティング連盟対象魚２匹の合計（スズキ・コブダイを除く）

※同寸の場合は、内１匹の長さ順
    他魚の部：スズキ・コブダイの１匹の長さ

魚名 寸法㎝ 魚名 寸法㎝

優勝 兵庫 武田　勝博 遊魚会 キチヌ 46.0 キチヌ 39.6 85.6 福良

2位 兵庫 谷口　優 和田宮サーフ ヒラメ 48.7 マコガレイ 36.3 85.0 由良新川口

3位 大阪 山川　茂 高石サーフ ヒラメ 67.0 マダイ 17.6 84.6 洲本港

4位 大阪 白杉　泰久 大阪黒潮サーフ キチヌ 43.7 キチヌ 40.8 84.5 福良

5位 兵庫 酒井　良樹 和田宮サーフ マコガレイ 40.2 トカゲエソ 40.2 80.4 小鳴門

6位 兵庫 高岡　直樹 神戸パルＦＣ トカゲエソ 41.3 マコガレイ 35.7 77.0 炬口

7位 大阪 田中　良平 大阪黒潮サーフ キチヌ 41.4 キチヌ 35.1 76.5 福良

8位 兵庫 岩崎　正彦 西神戸アングラーズ キチヌ 38.4 マコガレイ 36.8 75.2 福良

9位 兵庫 鶴田　和治 レインボーキャスターズ キチヌ 46.2 カサゴ 26.3 72.5 由良

10位 兵庫 唐　家強 布引サーフ マコガレイ 39.0 マコガレイ 32.8 71.8 田尻

11位 兵庫 経ケ阪　俊彦 神戸投翔会 キチヌ 41.8 シログチ 28.5 70.3 福良

12位 大阪 和田　拓也 西大阪サーフ アイナメ 37.2 アイナメ 31.9 69.1 大和島港

13位 大阪 柿山　賢治 大阪サーフ キチヌ 38.1 マコガレイ 30.6 68.7 生穂

14位 兵庫 大橋　政夫 神戸パルＦＣ トカゲエソ 43.0 シロギス 24.6 67.6 炬口

15位 兵庫 西田　稔夫 和田宮サーフ マコガレイ 36.0 マコガレイ 31.5 67.5 小鳴門

16位 大阪 福田　昭穂 大阪釣友サーフ クロダイ 36.1 マダイ 31.1 67.2 小鳴門

17位 兵庫 武田　朝信 遊魚会 キチヌ 38.8 シログチ 28.3 67.1 福良

18位 兵庫 植田　茂男 西宮天狗クラブ マコガレイ 36.5 マコガレイ 30.2 66.7 洲本港

19位 兵庫 高尾　誠 明石サーフ クロダイ 43.3 ワニゴチ 22.7 66.0 由良

20位 大阪 滝　吉彦 貝塚サーフ シログチ 32.2 シログチ 31.5 63.7 洲本港

21位 大阪 三間　健太郎 貝塚サーフ マコガレイ 37.9 マコガレイ 24.3 62.2 福良

22位 大阪 内山　忠雄 高石サーフ アイナメ 36.0 クロダイ 26.2 62.2 洲本港

23位 兵庫 宮地　進 和田宮サーフ トカゲエソ 37.5 カサゴ 23.7 61.2 丸山

24位 兵庫 磯岡　弘善 パナソニックエナジーサーフ アイナメ 37.5 マコガレイ 23.5 61.0 阿那賀

25位 大阪 高渕　諒 貝塚サーフ シログチ 31.6 マコガレイ 28.6 60.2 洲本港

大阪協会・兵庫協会　合同納竿大会成績
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魚名 寸法㎝ 魚名 寸法㎝

２匹の内訳
合計㎝ 釣場順位 協会 氏名 クラブ名

26位 兵庫 小川　茂彦 西神戸アングラーズ キチヌ 37.1 マダイ 23.0 60.1 福良

27位 兵庫 内山　聖往 神戸投魂会 マコガレイ 33.4 マコガレイ 26.6 60.0 浦

28位 大阪 小田　助四郎 大阪若潮サーフ イシガレイ 31.5 マコガレイ 28.5 60.0 江崎

29位 大阪 薄田　健吾 大阪サーフ マコガレイ 37.1 マダイ 22.7 59.8 生穂

30位 大阪 井口　勝彦 ヤングサーフ イシガレイ 37.2 カサゴ 22.0 59.2 鵜崎

31位 兵庫 小寺沢　龍一 神戸投魂会 トカゲエソ 37.9 カサゴ 21.2 59.1 佐野

32位 大阪 北川　浩 貝塚サーフ（家族） マコガレイ 29.3 マコガレイ 28.6 57.9 洲本港

33位 大阪 吉田　二久 長居フィッシングクラブ アイナメ 29.5 アイナメ 28.2 57.7 福良

34位 大阪 山下　幸治 貝塚サーフ イシガレイ 38.7 シロギス 18.7 57.4 洲本港

35位 兵庫 美濃谷　佳宏 神戸伊弉諾SURF アイナメ 34.4 エソ 21.7 56.1 土佐泊

36位 大阪 永沢　弘雄 西大阪サーフ マコガレイ 36.9 マダイ 18.7 55.6 大磯

37位 大阪 本屋敷　保生 大阪アングラーズ アイナメ 31.0 マコガレイ 23.7 54.7 久留麻

38位 兵庫 添田　純夫 和田宮サーフ アイナメ 31.3 アイナメ 23.3 54.6 岩屋

39位 大阪 数元　隆広 関西暁サーフ マコガレイ 30.0 マコガレイ 24.6 54.6 由良

40位 兵庫 西尾　泰広 三ツ星サーフ マコガレイ 35.0 クジメ 19.3 54.3 内田

41位 兵庫 田中　幸二 和田宮サーフ アイナメ 32.7 カサゴ 21.1 53.8 岩屋

42位 大阪 西丸　孝一 大阪若潮サーフ マコガレイ 33.8 クジメ 18.8 52.6 江崎

43位 兵庫 児玉　光弘 Surf　Infinity イシガレイ 28.5 マコガレイ 23.9 52.4 小鳴門

44位 兵庫 岸本　隆志 関西サーフ カサゴ 28.4 カサゴ 23.9 52.3 小鳴門

45位 大阪 加藤　廣和 北斗サーフ マコガレイ 31.1 アイナメ 21.0 52.1 岩屋

46位 兵庫 西岡　義弘 神戸中央サーフ マコガレイ 28.1 マコガレイ 24.0 52.1 岩屋

47位 大阪 井口　芳之 ヤングサーフ マコガレイ 26.3 カサゴ 25.5 51.8 鵜崎

48位 兵庫 浦田　幸夫 三ツ星サーフ(家族） マコガレイ 33.5 シロギス 18.2 51.7 洲本港

49位 大阪 大倉　政治 もず投研 アイナメ 32.0 アイナメ 19.3 51.3 福良

50位 兵庫 藤原　圭三 レインボーキャスターズ マコガレイ 30.8 マコガレイ 20.3 51.1 小鳴門

順位 協会 氏名 クラブ名 釣場

優勝 兵庫 高木　雄二 遊魚会 福良

2位 兵庫 松岡　邦興 神戸投翔会 志筑

3位 兵庫 笹尾　晋 Surf　Infinity 佐野

4位 兵庫 主島　茂久 関西サーフ 生穂

5位 大阪 澤田　栄二 関西投友釣クラブ 志筑スズキ

コブダイ

コブダイ

スズキ

スズキ

魚名

68.9

69.2

70.0

75.0

84.2

寸法㎝
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