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1 道央
北海道
協会

ＳＣ抜投会 佐藤　孝志 曇り 中 中

集合時は風も弱かったが次第に強くなり、ところにより１０ｍほどになる場所もあっ
た。波もうねりがあり次第に強くなったので８時くらいまでは釣果が良かったが、そ
の後は厳しかったところが多い。途中から雪も降りだしたり、気温も-１度まで冷え
込み厳しい釣りだったが、一定の釣果を出したことは喜ばしいことである。

2 道南
北海道
協会

はこだてサーフ ｷﾑﾗｶｽﾞﾔ 雪 中 中

本日函館は最高気温が2度で時々雪が降り風速は北西の風が8メートルから10
メートルと釣りにはなかなか厳しいコンディションでしたがババガレイが17枚も釣れ
釣り場は非常に熱かったです。怪我もなく無事に終了しなによりでした。

3 石巻 宮城協会 仙台青葉サーフ 木村春男 晴れ 中 小

前週まで,カレイの情報が良くなかったのですが、当日の嬉しい誤算にびっくりでし
た。当日は今年一番の寒さの中、事故もなく、無事に大会を終えたことに、会場責
任者として、参加者の皆様に、感謝申します。

4 小名浜 千葉協会 千葉サーフ 坂井勇二郎 晴れ 強 小

日本海側の寒波により、陸からの強烈な強風だった。ほとんどの人が沖堤防へ渡
り、本賞、他魚ともに上出来の結果であった。イシガレイが釣れず、ほとんどがマ
コガレイだったのでこの時期としては満足すべきサイズかと。

5 富津 千葉 羽衣サーフ 杉野　宏 晴れ 強 中

3クラブ8人の参加で、少し寂しい大会となった。夜中から風が強くなり、開始直後
は、８ｍ～１０ｍの北風が、8時過ぎまで吹いており、どこの釣り場に入っても釣り
にならない状況であった。その後、次第に弱くなり10時ごろには、３ｍ～４ｍの東
風で、何とか釣りができた。富津会場では、珍しくBランクのマコガレイも釣れ、ラン
ク魚4匹でまずまずの釣果であり、事故もなく無事終了することができてよかった。
ご協力ありがとうございました。

6 能 登 北陸協会 石川投友会 高木達夫 雨 弱 小

皆様寒空の下お疲れさまでした。天候が影響し魚の活性が落ちたのか、釣り人の
活性が落ちたのかは分かりませんが、釣果が振るわず残念でした。そんな中でも
Dランク近くの大物の提出で、検量の場が盛り上がったのは何よりでした。

7 敦賀 中部協会 敦賀サーフ 服部　静夫 雨 強 大

折しも当期最大の寒波が訪れ、波高（予報）は4m、時折、強風とあられが吹き荒
れる、大よそ釣りに不向きな天気であった。ところがさすがに当会場に参加したの
は各クラブのベテラン、見事に本賞および他魚で大物を釣り上げた。大規模漁港
の内側や湖、内湾は釣りをできる環境であった。欠席者も予想外に少なく、この天
候の中、特にトラブル無く、大会は終了した。もっと天気が良かったら・　というのは
言うまでもないが。

8 三浦 東京協会 シーガル 井上富浩 晴れ 強 中

前日からの強風で参加者は風裏を探し釣行しましたが残念ながら、検量に至る対
象魚は連れませんでした。　事故無く大会が終了できました事、皆様のご協力有
難う御座いました。

9 渥美 愛知 ぴんぎすさあふ 谷　太郎 晴れ 強 大

大会当日、強風・波浪注意報が出て好ポイントの多い渥美半島西の浜方面は北
西の向かい風になり波・流れ藻など釣り場によりかなり厳しい状態の中で皆さん
安全に気配りされながらの大会でした。その様な厳しさの状態でも好釣果が有り、
事故も無くベテランの釣り師の技に感動いたしました。
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10 伊勢
三重協

会
志摩サーフ 広瀬　悦生 晴れ 弱 小

急な気温の低下やカレイ接岸の遅れの情報があり釣果が気になったが例年通り
の釣果であった。

11 熊野 三重 熊野サーフ 岩本　浩 晴れ 強 小
みなさんお疲れ様です。雨上がりの強風、とても寒い日でした。参加者の無事で
他魚４枚の釣果がありホッとしています。カレイが望めない会場ですが続けていき
たいと思います。

12 淡路島
兵庫協

会
三ツ星サーフ 薬師寺定生 晴れ 中 小

１１月１８日(土）の雨も午後には上がり１１月１９日(日）大会当日の受付を始める
頃には星空も見えて先ずはほっとしました。エントリーNO：１２の淡路島会場では
実参加者２５クラブ、９８名で定刻の出発、天候は晴れ、北西の風やや強くもまず
まずの天候、拓ものサイズの釣果はカレイAランク１４匹、(提出１５名）他魚５匹、
(提出者２名）と今一であったがそれでも審査会場は大物の提出で歓声も上がり記
念写真に納まり検討を楽しんだ。会場PJ担当３クラブ、参加者区アラブ責任者の
協力により全参加者の無事故の確認も終え１４：３０、第１０７回全日本カレイ選手
権大会を終了することが出来ました、今回PTを担当頂きました三重協会の方々の
ご苦労にお礼申し上げます。

13 明石 兵庫協会 美晴サーフ 大天勇介 晴れ 強 中

プロジェクトの皆様お疲れさまでした。今回初めての会場運営で皆様にご迷惑を
おかけしましたが、事故もなく無事終了できました。最近好釣果が出ていた明石近
郊でしたが、やはり東二見がよかったみたいです。会場運営に携わった方々お疲
れさまでした。

14 香住 兵庫 但馬豊岡サーフ 寺下計利 雨 強 大

風が大変強く、雨も横殴り、時々あられ雷もあり、外海は大荒れで最悪の天気でし
た。天気さえ良ければもっと魚も釣れたと思うのですが、残念です。

15 和歌山 和歌山 和歌山サーフ 深田　吉宜 晴れ 強 大

折からの低気圧の通過による冬型の気圧配置により、一気の気温低下、強風高
波の条件下、ポイントの選択にみんな苦労された様。今年もカレイは大阪府側に
偏った。他魚も提出はゼロと例年にない厳しい大会となった。

16 鳥取東部 鳥取協会 鳥取サーフ 山根　一則 雨 強 大

大会当日は強風、高波、寒波と参加者泣かせの日となりました。しかし山陰のカレ
イは定番の釣り場にいました。泊港、夏泊港とカレイの走りが顔を、冬の訪れと共
にカレイが釣れだしてほしいものです。天候の悪い中、事故も無く無事大会を終了
する事が出来ました。山陰のカレイはこれからが旬かな？

17 境港 岡山協会 岡山五月会サーフ 貝原　常康 雨 強 中

強風と気まぐれに降る雨にも負けず皆さん頑張って本賞もA～Cまでまずまずの釣
果、参加クラブ皆様のご協力により事故もなくスムーズに終了することが出来まし
た、ありがとうございました。

18 宇野
岡山協

会
岡山マスターズ 黒田　伸一 晴れ 中 中

強い寒気の影響で風と寒さとの戦いとなりましたが、参加クラブの方々の協力によ
り、無事に大会を終了することができました。皆様、お疲れ様でした。
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19 下津井 岡山 倉敷ツロットサーフ 岩部 浩二 晴れ 強 大

強風の中、無事大会が開催でき良かった。釣果が今一つだったのが残念でした。

20 笠岡 岡山協会 恵比寿サーフ 新開 泰行 晴れ 強 中

大会当日は強風で釣り場を決めるのに苦労しましたが、
皆さんのご協力で事故もなく、無事に大会を終えることが出来ました事に御礼申し
上げます。

21 尾道 備後協会 三原サーフ 岡野　達郎 小雨 強 中

当日は天候不順により気温低下と小雨交じりの風の強い状況でした。釣果は本賞
でAランクが12匹と他魚の部でCランク１匹、Aランク２匹の成績で終えました。会場
運営も皆さんの協力で円滑な進行が出来ました。

22 呉 広島 呉サーフ 安養　巧
曇り
時々
晴れ

強 中

大会日は曇り時々晴れではあったが、全国的な冷え込みと強風が吹き非常に釣
りづらい大会となりました。釣果では水温が高い事もあり、本賞のカレイも疎らで
小型、卵もまだ膨らんでおらず身も薄くノッコミには半月ほど掛かりそうな感じで、
まだまだ本調子とは言えない。他魚についても型も小さく数も少なく貧果となった。

23 柳井 広島 広島釣趣会 高須賀幸彦 晴れ 強 中

天気は良かったですが風邪か強く大変寒い一日でした。
釣果としては本賞はランク魚12匹他魚も4匹とあまりよくなかったですが、本賞でC
ランク特別のイシダイ64.5は柳井ではなかなか見れない釣果と思いました。

24 浜田 広島 広島グリーンキャスターズ 上村　脩 曇り 強 大

当日は強風で竿出し困難でしたが、年明け（春）から釣れるカレイを見ることが出
来ました。無事大会を終了することが出来ました。

25 下関 山口協会 関門サーフ 靏野　重光 曇り 強 大

釣り場一帯が北西の風が強く、渡船も欠航し釣り場探しに苦労した。
しかし、カレイの姿遭遇し一安心！来年に期待したい。

26 徳山 山口協会 西京サーフ 矢野健司 晴れ 強 中

大会当日は好天気となりましたが北東の風が強くて、審査魚は1名だけでした。事
故怪我無くお疲れ様でした。

27 徳 島 徳 島 悠友サーフ 尾形　丹士 曇り 強 中

なんとか雨はあがったものの、強風が吹き荒れ、併せて非常に寒い状況であっ
た。危険を回避するために、予定した釣り場の変更を余儀なくされた者も多くあっ
たであろう。正直なところ、釣果は期待できないと思っていた。ところが・・・・・46.9
㎝を筆頭に40㎝オーバーが4匹も提出されたのだ。その内3匹がイシガレイであ
り、例年に比べ多く釣れた。鳴門市岡崎で、39㎝を筆頭に30㎝オーバーを5匹揃
えたのが目を引いた。全体で24名が30㎝以上のカレイを釣り、32名が検寸した。
ここ数年では最高の成績であった。もし、天候が良ければどのくらい釣れたのだろ
うか？参加者全員の頑張りに頭が下がる思いであった。そして、なによりも悪天候
にもかかわらず、事故もなく無事に終えることができたことに感謝・・・感謝！
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28 高松 香川 高松サーフ 石原誠 曇り 強 中

真西の強風が終始吹き続け大変釣りにくい状況であり、本賞のカレイも６枚と少な
かった。（代理：高松サーフ尾崎）

29 丸亀 香川 観音寺サーフ四季の会 山下　昌稔 晴れ 強 中

海上では西の風五メートル、強風・波浪注意報の悪条件ではあったが、風裏での
ポイントでなんとかカレイの顔を見ることができ、まずまずの釣果であった。一部で
波しぶきをかぶり早めに撤退し釣果無しの会員さんもいたが　事故もなく無事に終
了した。

30 今治 愛媛協会
三島サーフキャス
ティングクラブ

別府　準 晴れ 中 中

釣り場により、風が強く、波もあり釣り辛かったようです。例年に比べ釣れた人、釣
れたカレイ共に、少なかった感じがします。魚体も痩せたカレイが多く見られまし
た。

31 松山 愛媛協会 道後サーフ 川東　靖 晴れ 強 大

北西向き釣り場の多い松山会場としては北西の風と波が強い苦しい大会でした
が、Aランク11匹はよく健闘したのではないかと思います。参加者皆様のご協力で
出発、審査ともスムーズに行えました。

32 興居島 愛媛協会 松山サーフ 梅木正勝 晴れ 強 大

北西の風が強く、実釣できるポイントが限られていた

33 長浜 愛媛協会 長浜サーフ 山田　淳 曇り 強 大

大きな波と強風の中で厳しい釣行となりましたが、本賞・他魚とも申請があり良い
大会となりました。

34 中島 愛媛協会 松山キャスターズ 渡部　裕司 晴れ 強 中

今年は、天気が良かったが風が強く思っていたポイントは全員入れなく、釣果が心
配されたが、何とかカレイの顔を見れまずまずの釣果だったと思います。まだま
だ、水温が高くエサ取りに悩まされましたが、これから年末にかけて釣果が良くな
りそうです。プロジェクトの三重協会さんには本当にお世話になりました。これから
集計がありますが頑張ってください。

35 福岡 北九州 福岡サーフ 中島　康彦 晴れ 強 中

当日は全国的に冬型の気圧配置が強まり、気温も急激に冷え込み、福岡地方も
気温は今期最低となり、天気は晴れたが北西の風速７Ｍと強く、うねりも高く、濁り
も入り非常に釣りにくい状況。参加者は釣り場選択が難しく、釣果としては、非常
に厳しい状況でした。会場運営としては参加者の協力をいただき、事故もなく無事
終了できました、皆様お疲れさまでした。

36 長崎南 長崎協会 あじさいサーフ 尾上　章司 曇り 強 中

天気はまあまあの天気でしたが、とにかく風が強く（風力5～6ｍ）竿を竿立てに立
てておくのがやっとの思いの状況で温度も耐感4℃と当地いおいては非常に寒く
芳しい成績が出ておりませんでした。こんな天候の中事故も無く終了致しましたの
がせめてもの幸いでした。最後にプロジェクトの皆様お疲れ様でした。



会場
№

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）

第１０７回全日本カレイ投げ釣り選手権大会

会場レポート一覧

当日の天候

37 国東 大分 ダイナミックサーフ 井上利治 晴れ 強 中

当日は、天気は良いのですが、強風により、海上も波が有り、釣りにくい状況で、
参加者の皆様は、風裏を求めて各釣り場に向かいましたが、大風に風裏無しで、
タフコンディションでした。事故もなく、無事に終了でき参加者の皆様ありがとうご
ざいました。

38 臼杵 大分 大分サーフ 今宮　一彦 晴れ 強 小

寒気の影響で、北風が強く、ここ数年で一番悪いコンディションでなった。Aランク
はまずまず釣れたが、Bランク以上はなく、本賞の部の提出者も少なく、釣果は今
ひとつであった。
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1 道央 5 26 5 21 3 1 4 1 2 9 12 16

2 道南 2 15 2 14 2 1 12 5 20 0 20

3 石巻 8 46 7 40 28 7 6 1 42 11 5 1 17 59

4 小名浜 14 31 13 26 1 6 2 0 9 1 2 2 2 0 7 16

5 富津 3 11 3 8 2 1 3 1 1 4

6 能 登 9 24 9 23 5 1 6 1 1 7

7 敦賀 5 20 5 17 1 1 1 1 2

8 三浦 6 7 4 4 0 0 0

9 渥美 11 55 9 46 44 4 48 1 1 49

10 伊勢 6 29 6 28 5 1 6 1 1 7

11 熊野 4 18 3 11 0 3 1 4 4

12 淡路島 28 121 25 98 14 14 1 1 1 3 17

13 明石 16 63 14 54 17 2 19 1 1 20

14 香住 6 27 6 22 0 1 1 1

15 和歌山 6 41 6 35 3 3 0 3

16 鳥取東部 6 27 6 18 1 1 2 1 1 3

17 境港 19 61 17 48 18 3 1 22 5 2 3 10 32

18 宇野 4 28 4 23 6 6 1 2 2 5 11

19 下津井 5 34 5 30 6 6 1 2 1 1 5 11

20 笠岡 2 10 2 9 1 1 3 3 4

21 尾道 7 36 7 34 12 12 2 1 3 15

22 呉 10 42 10 34 11 1 12 2 2 1 5 17

23 柳井 9 35 8 28 9 2 1 12 3 1 4 16

24 浜田 8 18 8 16 3 3 2 2 5

25 下関 5 23 4 20 2 2 3 1 4 6

26 徳山 2 22 2 16 2 2 0 2

27 徳 島 21 109 20 97 20 3 1 24 4 4 28

第１０７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・色塗りの部分は触らないでください
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28 高松 3 18 3 13 4 4 1 1 5

29 丸亀 4 9 3 8 6 6 0 6

30 今治 14 42 12 35 11 3 14 1 1 1 3 17

31 松山 11 37 10 30 11 11 1 1 12

32 興居島 4 23 3 17 6 1 7 0 7

33 長浜 4 16 3 8 3 3 1 2 3 6

34 中島 3 8 2 6 6 6 0 6

35 福岡 8 34 8 24 2 2 7 7 9

36 長崎南 2 15 2 12 1 1 2 2 3

37 国東 3 12 2 11 1 1 0 1

38 臼杵 2 19 1 15 6 6 1 1 7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

285 1212 259 999 272 37 25 6 0 340 54 22 12 5 21 114 454
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

1 140080003 山口　清人 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 イシガレイ 55.0 10 宮城県 石巻市 渡波港

2 150040138 木村　和也 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 53.5 3 北海道 函館 大澗

3 150040141 石原　敦 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 52.0 4 北海道 函館 大澗

4 150040100 柴田　匡啓 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 50.5 5 北海道 函館 大澗

5 150040043 工藤　大輔 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 49.5 4 北海道 函館 大澗

6 020290070 鶴田　和治 兵庫協会 レインボーキャスターズ 3 石巻 イシガレイ 48.5 6 宮城県 石巻市 渡波港

7 140100042 渡辺　司 宮城協会 宮城海遊サーフ 3 石巻 イシガレイ 48.5 1 宮城県 石巻市 渡波港

8 140080053 横地　龍 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 48.0 2 宮城県 石巻市 鮎川港

9 170020013 関　光成 千葉協会 羽衣サーフ 4 小名浜 マコガレイ 48.0 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

10 180120034 土上　頼成 北陸協会 能登中央サーフ 6 能 登 イシガレイ 47.7 5 石川県 七尾市 能登島

11 010210072 駒村　道彦 大阪協会 高槻サーフ 17 境港 マコガレイ 47.2 3 鳥取県 境港市 境水道

12 150050054 中田　直 北海道協会 北海サーフキャスティングクラブ1 道央 クロガシラ 47.1 1 北海道 苫小牧市 西港

13 150040006 柳　知記 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 47.0 1 北海道 函館 大澗

14 030040126 岩間　正範 徳島協会 徳島鱗友サーフ 27 徳 島 イシガレイ 46.9 2 徳島県 鳴門市 里浦町里浦海岸

15 140010241 大橋　覚 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 イシガレイ 46.0 1 宮城県 石巻市 渡波港

16 260080012 佐合  覚 東京協会 投狂COM-MIX 4 小名浜 マコガレイ 45.8 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

17 140100055 太田　一彦 宮城協会 宮城海遊サーフ 3 石巻 マコガレイ 45.7 2 宮城県 女川町 女川港

18 090090053 小請　秀司 広島協会 廿日市サーフ 23 柳井 イシガレイ 45.7 1 山口県 大島郡 周防大島町笠佐島

19 150040115 中村　和敏 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 マコガレイ 44.5 2 北海道 函館 大澗

20 120040035 毛利　良秀 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 44.1 17 愛知県 田原町 立馬崎

21 030010048 平　恭二 徳島協会 徳島キャスターズクラブ 27 徳 島 マコガレイ 44.0 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

22 170020017 杉野　宏 千葉協会 羽衣サーフ 5 富津 マコガレイ 44.0 2 千葉県 富津市 富津新港

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

第１０７回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

【 本　賞　の　部 】

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸

23 010880039 松宗　憲彦 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 4 小名浜 マコガレイ 44.0 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

24 010530003 上野　雅春 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 イシガレイ 43.9 1 鳥取県 鳥取市 青谷町夏泊

25 050060028 河端　季之 愛媛協会 三島サーフキャスティングクラブ30 今治 マコガレイ 43.6 1 愛媛県 松山市 野忽那額場

26 260080007 田中　幸紀 東京協会 投狂COM-MIX 4 小名浜 マコガレイ 43.2 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

27 090110021 板倉　和幸 広島協会 広島リールクラブ 22 呉 マコガレイ 43.1 2 広島県 広島市 南観音 天満川河口

28 050340002 横井　実 愛媛協会 Team Smile Tester's 30 今治 マコガレイ 42.8 1 愛媛県 松山市 野忽那午ヶ口

29 280020018 廣澤　道彦 島根協会 ＧＡＣサーフ 23 柳井 マコガレイ 42.2 5 山口県 大島郡 椋野

30 010090048 永沢　弘雄 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 イシガレイ 42.2 1 徳島県 徳島市 川内町吉野川

31 010880030 長谷川　靖之 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 4 小名浜 マコガレイ 42.1 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

32 010930007 池澤　常行 大阪協会 鷺洲シルバーサーフ 27 徳 島 イシガレイ 41.8 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町室

33 170010022 鵜澤　勝己 千葉協会 千葉サーフ 4 小名浜 その他のカレイ 41.6 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

34 140010262 三塚　誠 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 41.5 2 宮城県 石巻市 大石原港

35 160030002 上田　茂孝 長崎協会 あじさいサーフ 36 長崎南 イシガレイ 41.4 2 長崎県 島原市 宮の町猛島

36 110040044 服部　康司 北九州協会 福岡サーフ 4 小名浜 マコガレイ 41.3 2 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

37 070570101 佐藤　新平 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 17 境港 マコガレイ 41.2 5 島根県 松江市美保関町森山

38 170010025 伊藤　彰 千葉協会 千葉サーフ 4 小名浜 マコガレイ 41.2 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

39 090010008 棚田　志郎 広島協会 広島サーフ 23 柳井 イシガレイ 41.1 4 山口県 岩国市 周防大島町門前川河口

40 130040067 冨安　一馬 中部協会 中京サーフ 9 渥美 イシガレイ 41.1 2 愛知県 田原町 西の浜

40 050070042 山口　昌人 愛媛協会 松山キャスターズ 32 興居島 マコガレイ 41.1 2 愛媛県 松山市 由良町北浦

42 020300045 西田　昌富 兵庫協会 和田宮サーフ 13 明石 イシガレイ 41.0 2 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋

43 020100038 藤井　治雄 兵庫協会 美晴サーフ 13 明石 マコガレイ 41.0 1 兵庫県 明石市 明石海浜ベランダ

44 010950027 池之内　寛一 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 17 境港 イシガレイ 40.9 2 鳥取県 境港市外江町

45 120040039 河辺　和敏 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 40.6 9 愛知県 田原町 西の浜

46 140080023 東海林　誠 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 40.5 10 宮城県 石巻市 尾崎

47 140080065 楠見　享大 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 40.5 4 宮城県 石巻市 鮎川港
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸

48 140100022 昆布谷　忠広 宮城協会 宮城海遊サーフ 3 石巻 マコガレイ 40.5 1 宮城県 女川町 女川港

48 220070010 松田　真次 三重協会 松阪サーフ 10 伊勢 マコガレイ 40.5 1 三重県 鳥羽市 桃取

50 050270032 秋山　一夫 愛媛協会 西条フィッシャマン 30 今治 イシガレイ 40.0 1 愛媛県 今治市 唐子浜

51 120070001 熊井　昭信 愛知協会 ぴんぎすさあふ 9 渥美 イシガレイ 39.8 5 愛知県 田原町 西の浜

52 090090016 高田　一雄 広島協会 廿日市サーフ 23 柳井 マコガレイ 39.8 1 山口県 柳井市 阿月町

53 050030007 新矢　雄二 愛媛協会 松山リールクラブ 31 松山 マコガレイ 39.5 3 愛媛県 松山市 浅海原

53 240010050 小川　秀一 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 39.5 3 大分県 佐伯市 番匠川

55 080200051 大平  研治 備後協会 府中サーフ 21 尾道 マコガレイ 39.5 2 広島県 尾道市 因島

56 120010044 葛野　博史 愛知協会 豊橋サーフ 9 渥美 イシガレイ 39.3 3 愛知県 田原町 西の浜

57 010220037 島岡　照男 大阪協会 東住吉サーフ 12 淡路島 マコガレイ 39.3 1 兵庫県 淡路市 江崎

58 010020029 谷　節二 大阪協会 ＯＫＡＣ 12 淡路島 マコガレイ 39.2 1 兵庫県 淡路市 北淡町長瀬

58 070330064 萩原　浩 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 マコガレイ 39.2 1 香川県 坂出市 小与島

58 010090128 野島　研矢 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 イシガレイ 39.2 1 徳島県 鳴門市 撫養町岡崎

61 030080041 郡　博幸 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 39.0 5 徳島県 鳴門市 撫養町岡崎

62 130040070 鈴木　秋生 中部協会 中京サーフ 9 渥美 イシガレイ 38.9 2 愛知県 田原町 西の浜

63 140010222 伊東　寿子 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 38.7 2 宮城県 女川町 大石原港

64 010160038 西岡 正和 大阪協会 大正サーフ 17 境港 マコガレイ 38.5 2 鳥取県 境港市 カニカゴ岸壁

65 020310032 小林　博 兵庫協会 西神戸アングラーズ 12 淡路島 マコガレイ 38.5 1 兵庫県 淡路市 浦港

66 050090003 岡田　正時 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 38.4 3 愛媛県 松山市 門田町頭崎

67 140080047 早坂　光二 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 38.2 3 宮城県 石巻市 長面浦

68 050090042 玉置　公正 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 38.1 4 愛媛県 松山市 門田町馬磯

69 010950029 岡本　吉章 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 17 境港 イシガレイ 38.1 2 鳥取県 境港市外江町

70 120010033 白井　靖浩 愛知協会 豊橋サーフ 9 渥美 イシガレイ 38.1 1 愛知県 田原町 伊良湖港

70 050070009 渡部　裕司 愛媛協会 松山キャスターズ 34 中島 マコガレイ 38.1 1 愛媛県 松山市 中島町　赤崎

72 070880026 福崎　敏秋 岡山協会 投魂会 13 明石 マコガレイ 38.0 1 兵庫県 明石市 林崎ベランダ
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会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸

72 240010018 田代　和生 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 38.0 1 大分県 大分市 佐賀関

74 020300068 谷口　優 兵庫協会 和田宮サーフ 13 明石 マコガレイ 37.9 2 兵庫県 明石市 大蔵海岸

75 050060015 石川　光夫 愛媛協会 三島サーフキャスティングクラブ30 今治 マコガレイ 37.9 1 愛媛県 松山市 野忽那額場

76 130040028 中井　愈 中部協会 中京サーフ 9 渥美 イシガレイ 37.8 1 愛知県 田原町 西の浜

77 050050020 宮岡　宏明 愛媛協会 長浜サーフ 33 長浜 マコガレイ 37.7 2 愛媛県 大洲市 長浜町

78 050050003 坂東　敏幸 愛媛協会 長浜サーフ 33 長浜 マコガレイ 37.7 1 愛媛県 大洲市 長浜町

79 050090001 手水川　勇 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 37.6 4 愛媛県 松山市 門田町馬磯

80 090090002 弦本　泰成 広島協会 廿日市サーフ 23 柳井 マコガレイ 37.6 1 山口県 大島郡 周防大島町伊保田

81 080010055 宮元　周蔵 備後協会 尾道磯釣サーフ 21 尾道 マコガレイ 37.5 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

81 080040002 三浦　良崔 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 37.5 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

83 110050020 山田　喬一 北九州協会 小倉メゴチサーフ 25 下関 マコガレイ 37.4 1 福岡県 北九州市 門司区西海岸

83 110050034 平山　義隆 北九州協会 小倉メゴチサーフ 25 下関 マコガレイ 37.4 1 福岡県 北九州市 門司区西海岸

83 050090052 清水　涼 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 37.4 1 愛媛県 松山市 門田町頭崎

86 030140027 吉平　富久 徳島協会 悠友サーフ 27 徳 島 マコガレイ 37.3 1 徳島県 板野郡 松茂町薬師裏突堤

87 010740058 須藤　寛 大阪協会 滋賀投友会 17 境港 イシガレイ 37.2 1 島根県 松江市八束町 江島

88 220070048 中谷　正之 三重協会 松阪サーフ 10 伊勢 マコガレイ 37.1 1 三重県 伊勢市 大湊

89 140080060 津田　恭平 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 37.0 6 宮城県 石巻市 渡波港

90 080080004 土屋　敏幸 備後協会 尾道釣友会 21 尾道 マコガレイ 37.0 5 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

91 150010105 田村　茂樹 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 クロガシラ 37.0 2 北海道 厚真町 浜厚真漁港

91 140080069 遠藤　慶裕 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 37.0 2 宮城県 石巻市 尾崎

91 070100084 西村　亮作 岡山協会 岡山近海サ-フ 18 宇野 マコガレイ 37.0 2 香川県 直島町 向島

94 010970016 本間　昌尚 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 イシガレイ 37.0 1 北海道 洞爺湖町 清水

94 020190016 岩本　千鶴雄 兵庫協会 山田フィッシングクラブ 12 淡路島 マコガレイ 37.0 1 兵庫県 淡路市 佐野

96 050150001 相原　富雄 愛媛協会 瀬戸内サーフ 30 今治 マコガレイ 36.9 3 愛媛県 松山市 北条浅海

97 020320037 嶋尾　充治 兵庫協会 龍野サーフ 17 境港 イシガレイ 36.8 2 鳥取県 境港市外江町
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Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

順位 会員番号 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸

98 050070048 戒田　康輔 愛媛協会 松山キャスターズ 34 中島 マコガレイ 36.8 1 愛媛県 松山市 中島町　赤崎

99 170020016 石田　和也 千葉協会 羽衣サーフ 5 富津 マコガレイ 36.7 1 千葉県 富津市 富津新港

100 080040005 富保　嘉興 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 36.5 3 愛媛県 越智郡 大三島町

101 010260019 唐田　十九一 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 マコガレイ 36.5 2 島根県 松江市 美保関町森山

102 050100019 馬越　貴大 愛媛協会 西条プリマサーフ 30 今治 マコガレイ 36.5 1 愛媛県 今治市 菊間町葉山

103 090170031 徳本　浩 広島協会 えのみやサーフ 23 柳井 マコガレイ 36.4 1 山口県 大島郡 周防大島町三蒲

104 020010022 戸田　徳弘 兵庫協会 阪神サーフ 12 淡路島 マコガレイ 36.3 1 兵庫県 淡路市 津名町志筑

105 020620016 土平　啓文 兵庫協会 神戸投翔会 13 明石 マコガレイ 36.1 6 兵庫県 明石市 東二見

106 030010056 池袋　教昭 徳島協会 徳島キャスターズクラブ 27 徳 島 マコガレイ 36.1 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

106 050070041 渡部　太一 愛媛協会 松山キャスターズ 34 中島 マコガレイ 36.1 1 愛媛県 松山市 中島町　神の浦

108 240010053 伊東　昭三 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 36.0 4 大分県 臼杵市 下ノ江

109 090230021 下本　友一 広島協会 音戸サーフ 22 呉 マコガレイ 36.0 2 広島県 呉市 音戸町高須

109 090090027 井上　隆宣 広島協会 廿日市サーフ 24 浜田 マコガレイ 36.0 2 島根県 浜田市 長浜商港

111 150040037 加藤　修司 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 マコガレイ 36.0 1 北海道 函館 大澗

111 080170001 西田　功 備後協会 スナメリサーフ 22 呉 マコガレイ 36.0 1 広島県 呉市 豊町大長

113 020700008 高尾　誠 兵庫協会 TEAM FREEDOM 12 淡路島 マコガレイ 35.9 1 兵庫県 淡路市 久留間

114 090110002 蔦　一二一 広島協会 広島リールクラブ 22 呉 マコガレイ 35.8 4 広島県 広島市 南観音 天満川河口

115 010970002 薄田　健吾 大阪協会 サーフ・エトワール 13 明石 マコガレイ 35.8 2 兵庫県 明石市 東二見

115 010130155 柿山　賢治 大阪協会 大阪サーフ 13 明石 マコガレイ 35.8 2 兵庫県 明石市 東二見

117 060110066 大住　和道 香川協会 香川鱗友サーフ 28 高松 マコガレイ 35.7 3 香川県 高松市 牟礼町房前漁港

118 140010026 穴澤　繫 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 35.6 5 宮城県 女川町 大石原港

119 020660028 西野　豊 兵庫協会 神戸パルFC 13 明石 マコガレイ 35.6 2 兵庫県 明石市 東二見

120 080060035 田中　克典 備後協会 岡本サーフ 21 尾道 マコガレイ 35.5 3 広島県 尾道市 瀬戸田町垂水

121 170010008 横手　三偉 千葉協会 千葉サーフ 4 小名浜 マコガレイ 35.5 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

121 070860008 福永　一孝 岡山協会 恵比寿サーフ 20 笠岡 マコガレイ 35.5 1 岡山県 笠岡市
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121 050270006 高橋　正 愛媛協会 西条フィッシャマン 30 今治 マコガレイ 35.5 1 愛媛県 今治市 波方町大角

124 070130033 長崎　廣美 岡山協会 岡山五月会サーフ 17 境港 マコガレイ 35.3 2 島根県 松江市 美保関町

124 070210015 大下　茂男 岡山協会 岡山マスターズ 18 宇野 マコガレイ 35.3 2 岡山県 玉野市 深井

126 010880002 杉峠　龍弥 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 12 淡路島 マコガレイ 35.3 1 兵庫県 淡路市 育波

126 070130035 山成　恭一 岡山協会 岡山五月会サーフ 17 境港 マコガレイ 35.3 1 鳥取県 境港市 朝日町

126 010870007 清水　忠 大阪協会 北斗サーフ 27 徳 島 マコガレイ 35.3 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

129 140010173 加藤　芳幸 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 イシガレイ 35.2 4 宮城県 石巻市 渡波港

130 080060034 曽我　秀作 備後協会 岡本サーフ 21 尾道 マコガレイ 35.2 3 広島県 尾道市 因島重井

131 090130047 中村　秀樹 広島協会 広島釣趣会 23 柳井 マコガレイ 35.1 1 山口県 大島郡 周防大島町椋野

132 080040036 岡野　達郎 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 35.0 3 愛媛県 上島町 佐島

133 090120008 河村　勲 広島協会 安芸サーフ 22 呉 マコガレイ 35.0 2 広島県 江田島市 沖美町三高

134 050070019 松下　一郎 愛媛協会 松山キャスターズ 31 松山 マコガレイ 35.0 1 愛媛県 松山市 北条砂置き場

134 110070021 矢野　幸治 北九州協会 戸畑サーフ 35 福岡 イシガレイ 35.0 1 福岡県 福津市 鐘崎

136 050070031 八代　豊 愛媛協会 松山キャスターズ 34 中島 マコガレイ 34.8 2 愛媛県 松山市 中島町　粟井

137 020010046 東　　利通 兵庫協会 阪神サーフ 12 淡路島 マコガレイ 34.7 2 兵庫県 淡路市 大磯港

138 120040036 筒井　茂 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 34.6 12 愛知県 田原町 西の浜

139 120040056 斉藤　努 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 34.6 11 愛知県 田原町 西の浜

140 020050042 相内　隆作 兵庫協会 神戸布引サーフ 12 淡路島 マコガレイ 34.6 1 兵庫県 淡路市 浦港

141 060120025 真屋　孝嗣 香川協会 観音寺サーフ四季の会 29 丸亀 マコガレイ 34.5 2 香川県 三豊市 詫間町積

142 050070046 川原　誠 愛媛協会 松山キャスターズ 34 中島 マコガレイ 34.5 1 愛媛県 松山市 中島町　長浜

143 070340056 伊藤　実徳 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 30 今治 マコガレイ 34.4 1 愛媛県 今治市 波方町西浦

144 180140026 杉山　正明 北陸協会 石川投友会 6 能 登 イシガレイ 34.3 8 石川県 七尾市 能登島

145 010580075 下浦　輝明 大阪協会 大阪釣友サーフ 27 徳 島 マコガレイ 34.3 4 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島

146 010930013 川村　日一 大阪協会 鷺洲シルバーサーフ 27 徳 島 マコガレイ 34.2 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町室

147 050270033 古屋　道夫 愛媛協会 西条フィッシャマン 30 今治 マコガレイ 34.1 2 愛媛県 今治市 波方町大角
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148 050340001 吉岡　秀之 愛媛協会 Team Smile Tester's 30 今治 マコガレイ 34.0 1 愛媛県 松山市 野忽那午ヶ口

149 010490051 福田　昌司 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 マコガレイ 33.9 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

150 010160047 前田 勝 大阪協会 大正サーフ 27 徳 島 マコガレイ 33.9 2 徳島県 小松島市 小松島港

151 150010142 今村　好博 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 クロガシラ 33.9 1 北海道 苫小牧市 東港一本防波堤

152 020460057 甲田　繁則 兵庫協会 投技会 12 淡路島 マコガレイ 33.8 3 兵庫県 淡路市 佐野

153 070200001 居樹　寿志 岡山協会 岡山ブルーキャスターズ 19 下津井 マコガレイ 33.8 1 香川県 丸亀市 広島

153 060010041 白井　隆 香川協会 高松サーフ 28 高松 マコガレイ 33.8 1 香川県 さぬき市 志度町大串

153 050110004 小立　雄次郎 愛媛協会 道後サーフ 31 松山 マコガレイ 33.8 1 愛媛県 松山市 堀江

153 050030015 菅　雅彦 愛媛協会 松山リールクラブ 31 松山 マコガレイ 33.8 1 愛媛県 松山市 大浦

153 240010056 片桐　隆二 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 33.8 1 大分県 臼杵市 下ノ江

158 120100002 本多　利雄 愛知協会 愛知えのみやサーフ 9 渥美 イシガレイ 33.7 8 愛知県 田原町 小中山

159 120040073 勝　昭彦 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 33.6 3 愛知県 田原町 西の浜

159 070340041 平田　幸也 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 マコガレイ 33.6 3 香川県 丸亀市 広島

161 140010028 伊東　順孝 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 33.6 1 宮城県 女川町 大石原港

161 070340015 大久保　整一 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 マコガレイ 33.6 1 香川県 丸亀市 広島

161 060120054 河口　一則 香川協会 観音寺サーフ四季の会 29 丸亀 マコガレイ 33.6 1 香川県 坂出市 番ノ州

161 050060012 浜岡　和仁 愛媛協会 三島サーフキャスティングクラブ30 今治 マコガレイ 33.6 1 愛媛県 今治市 富田新港

165 140080074 山田　政幸 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 33.5 4 宮城県 石巻市 渡波港

166 080060030 表　芳彦 備後協会 岡本サーフ 21 尾道 マコガレイ 33.5 3 愛媛県 越智郡 大三島町宮浦

167 050240004 土居　裕希 愛媛協会 松山フィッシング 31 松山 マコガレイ 33.5 2 愛媛県 松山市 磯之河

168 020010054 藤井　鉄郎 兵庫協会 阪神サーフ 12 淡路島 マコガレイ 33.5 1 兵庫県 淡路市 津名町志筑

168 090160068 冨吉　茂 広島協会 呉投友会 22 呉 マコガレイ 33.5 1 広島県 江田島市 大柿町深江

170 030010055 小野瀬　厚志 徳島協会 徳島キャスターズクラブ 27 徳 島 マコガレイ 33.4 3 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島

171 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 33.4 1 香川県 丸亀市 広島

172 020010006 小林　美文 兵庫協会 阪神サーフ 12 淡路島 マコガレイ 33.2 1 兵庫県 淡路市 大磯港
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173 120040074 伊藤　洋治 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 33.1 2 愛知県 田原町 西の浜

174 220040019 横山　准司 三重協会 志摩サーフ 10 伊勢 マコガレイ 33.1 1 三重県 伊勢市 二見

174 010110030 越田　学 大阪協会 関西投友釣クラブ 12 淡路島 マコガレイ 33.1 1 兵庫県 南淡路市 福良

176 140080072 東海林　舜 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 その他のカレイ 33.0 1 宮城県 石巻市 尾崎

176 080060037 曽我　公彦 備後協会 岡本サーフ 21 尾道 マコガレイ 33.0 1 広島県 尾道市 因島重井

178 090110035 山口　康 広島協会 広島リールクラブ 23 柳井 マコガレイ 32.8 3 山口県 大島郡 周防大島町小松開作

179 010510021 河田　一也 大阪協会 門真サーフ 27 徳 島 マコガレイ 32.8 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

180 090160077 横山　浩二 広島協会 呉投友会 22 呉 マコガレイ 32.7 3 広島県 呉市 音戸町高須

180 060170019 亀山　静夫 香川協会 香川ドリームサーフ 28 高松 マコガレイ 32.7 3 香川県 高松市 庵治町竹居

182 020660018 寺師　賢二 兵庫協会 神戸パルFC 13 明石 マコガレイ 32.7 1 兵庫県 明石市 東二見

183 020670001 柴田　誠 兵庫協会 Surf I 13 明石 マコガレイ 32.6 1 兵庫県 明石市 東二見

183 050030006 高山　清数 愛媛協会 松山リールクラブ 31 松山 マコガレイ 32.6 1 愛媛県 松山市 浅海

185 050050013 尾崎　哲弘 愛媛協会 長浜サーフ 33 長浜 マコガレイ 32.5 3 愛媛県 大洲市 長浜町

186 010490024 滝本　宗生 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 マコガレイ 32.5 2 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

187 180080017 三上　満 北陸協会 岩瀬釣友会 6 能 登 イシガレイ 32.5 1 石川県 七尾市 能登島　南

187 240010043 黒川　光廣 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 32.5 1 大分県 臼杵市 臼杵川河口

189 060110064 唐渡　正博 香川協会 香川鱗友サーフ 28 高松 マコガレイ 32.1 4 香川県 高松市 庵治町鎌野

190 220030003 南　勝 三重協会 北伊勢サーフ 10 伊勢 マコガレイ 32.0 3 三重県 鳥羽市 水族館裏

190 030080058 柳本　耕四郎 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 32.0 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町撫佐

190 060120039 滝本　和徳 香川協会 観音寺サーフ四季の会 29 丸亀 マコガレイ 32.0 3 香川県 三豊市 詫間町箱

193 180120004 本吉　秀嗣 北陸協会 能登中央サーフ 6 能 登 マコガレイ 32.0 2 石川県 七尾市 能登島　

194 070100011 真鍋　孝見 岡山協会 岡山近海サ-フ 18 宇野 マコガレイ 32.0 1 香川県 直島町 向島

194 050070007 田所　映夫 愛媛協会 松山キャスターズ 31 松山 イシガレイ 32.0 1 愛媛県 松山市 北条砂置き場

196 120010019 木下　信男 愛知協会 豊橋サーフ 9 渥美 マコガレイ 31.9 3 愛知県 田原町 伊良湖港

197 070340047 杉原　茂樹 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 19 下津井 マコガレイ 31.9 1 香川県 丸亀市 広島
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198 050210019 横山  篤史 愛媛協会 東予サーフ 30 今治 イシガレイ 31.8 2 愛媛県 今治市 菊間町

199 090100081 上村　浩司 広島協会 広島ｸﾞﾘ-ﾝｷｬｽﾀ-ｽﾞ 24 浜田 マコガレイ 31.7 1 島根県 浜田市 原井町笠柄

199 050140016 濱田　利勝 愛媛協会 金亀サーフ 30 今治 マコガレイ 31.7 1 愛媛県 今治市 波方町波方

201 120010034 加藤　健司 愛知協会 豊橋サーフ 9 渥美 イシガレイ 31.6 6 愛知県 田原町 伊良湖港

202 250070021 玉井　隆史 和歌山協会 サーフ紀州 15 和歌山 マコガレイ 31.6 2 大阪府 泉南郡 岬町深日

202 070100085 高橋　一樹 岡山協会 岡山近海サ-フ 18 宇野 マコガレイ 31.6 2 香川県 直島町 向島

204 250050001 笹本　貴生 和歌山協会 サーフきのくに 15 和歌山 マコガレイ 31.6 1 大阪府 泉南郡 岬町深日

204 110050033 中村　健吾 北九州協会 小倉メゴチサーフ 35 福岡 マコガレイ 31.6 1 福岡県 糸島市 船越

206 180120001 南口　浩一 北陸協会 能登中央サーフ 6 能 登 マコガレイ 31.5 2 石川県 七尾市 能登島　閨

206 220030010 廣瀨　喜久男 三重協会 北伊勢サーフ 10 伊勢 マコガレイ 31.5 2 三重県 鳥羽市 水族館裏

206 090170073 木藤　崇史 広島協会 えのみやサーフ 22 呉 マコガレイ 31.5 2 広島県 江田島市 大柿町大君

209 150040031 池田　晴彦 北海道協会 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ 31.5 1 北海道 函館 日浦

209 070880032 広瀬　隆介 岡山協会 投魂会 13 明石 マコガレイ 31.5 1 兵庫県 明石市 林崎大波止

209 080060029 井口　満夫 備後協会 岡本サーフ 21 尾道 マコガレイ 31.5 1 愛媛県 越智郡 大三島町

209 050070008 後藤　庸彦 愛媛協会 松山キャスターズ 32 興居島 マコガレイ 31.5 1 愛媛県 松山市 門田町大室

213 010090126 矢野　圭延 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 3 徳島県 板野郡 松茂町今切川

214 010090027 森岡　修 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 2 徳島県 鳴門市 西条

215 010870034 安田　哲 大阪協会 北斗サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

216 140070004 鈴木　勝次 宮城協会 仙台青葉サーフ 3 石巻 マコガレイ 31.1 1 宮城県 石巻市 渡波港

217 240010055 佐藤　シゲ子 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 31.0 4 大分県 臼杵市

218 010530009 浜口　潤吉 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 マコガレイ 31.0 3 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

219 070210038 清水　良雄 岡山協会 岡山マスターズ 18 宇野 マコガレイ 31.0 2 岡山県 玉野市 高辺鼻

220 050090002 田村　雅邦 愛媛協会 西四国サーフ 31 松山 マコガレイ 31.0 1 愛媛県 松山市 高浜三丁目

220 050090012 広田　浩一 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 31.0 1 愛媛県 松山市 由良町

222 030080059 豊田　美輝 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 30.9 3 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島
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223 030010052 古枝　直輝 徳島協会 徳島キャスターズクラブ 27 徳 島 マコガレイ 30.9 2 徳島県 鳴門市 撫養町大桑倉庫

224 010870005 有光　伸悟 大阪協会 北斗サーフ 12 淡路島 マコガレイ 30.9 1 兵庫県 南淡路市 福良

225 220030008 安藤　喜夫 三重協会 北伊勢サーフ 10 伊勢 マコガレイ 30.8 2 三重県 鳥羽市　 水族館裏

226 070130021 荒木　剛 岡山協会 岡山五月会サーフ 17 境港 マコガレイ 30.8 1 鳥取県 境港市 相生町

226 090230019 畝河内特之 広島協会 音戸サーフ 22 呉 マコガレイ 30.8 1 広島県 江田島市 沖美町

226 090050011 正田　修一 広島協会 スワローＦＣ 23 柳井 マコガレイ 30.8 1 山口県 柳井市 遠崎

229 100170038 田中　史郎 山口協会 西京サーフ 26 徳山 マコガレイ 30.7 2 山口県 防府市 佐波川

230 020130034 西山　浩一 兵庫協会 神戸中央サーフ 13 明石 マコガレイ 30.7 1 兵庫県 明石市 東二見港

231 010380018 里村　達郎 大阪協会 大阪投友会 13 明石 マコガレイ 30.6 1 兵庫県 明石市 林崎

231 010090120 川上　秋男 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 30.6 1 徳島県 鳴門市 西条

233 070460015 弟子丸　淳二 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 マコガレイ 30.5 2 香川県 直島町 向島

234 010130002 戸田　智 大阪協会 大阪サーフ 9 渥美 イシガレイ 30.5 1 愛知県 田原町 伊良湖港

234 010130093 伊達　浩憲 大阪協会 大阪サーフ 13 明石 マコガレイ 30.5 1 兵庫県 明石市 林崎

234 010160007 柴田 喜一郎 大阪協会 大正サーフ 17 境港 マコガレイ 30.5 1 鳥取県 境港市 境水道

234 080040041 宮崎　洋三 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 30.5 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

234 090130063 小宮路　徹 広島協会 広島釣趣会 23 柳井 マコガレイ 30.5 1 山口県 大島郡 周防大島町三蒲

239 030080037 矢部　郁夫 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 30.4 2 徳島県 鳴門市 瀬戸町撫佐

240 060120063 造田　郁 香川協会 観音寺サーフ四季の会 29 丸亀 マコガレイ 30.3 1 香川県 三豊市 詫間町積

241 180140021 島田　幸雄 北陸協会 石川投友会 6 能 登 イシガレイ 30.2 1 石川県 七尾市 能登島　南

241 020620019 松岡　邦興 兵庫協会 神戸投翔会 13 明石 マコガレイ 30.2 1 兵庫県 明石市 東二見

243 140010240 宇佐美　信 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 30.1 2 宮城県 石巻市 渡波港

244 130060066 藤原　正利 中部協会 東海サーフ 7 敦賀 マコガレイ 30.0 1 福井県 越前町 越前漁港

244 250050011 田中　裕之 和歌山協会 サーフきのくに 15 和歌山 マコガレイ 30.0 1 大阪府 泉南郡 岬町深日

244 090010005 阪本　武司 広島協会 広島サーフ 23 柳井 マコガレイ 30.0 1 山口県 大島郡 周防大島町伊保田

244 050270031 安部　剛 愛媛協会 西条フィッシャマン 30 今治 マコガレイ 30.0 1 愛媛県 今治市 波方町大角
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248 050090004 上田　哲生 愛媛協会 西四国サーフ 32 興居島 マコガレイ 29.9 3 愛媛県 松山市 門田町馬磯

249 060110017 田中　修 香川協会 香川鱗友サーフ 28 高松 マコガレイ 29.7 1 香川県 高松市 サンポート

250 220050007 福島　稔 三重協会 鈴鹿サーフ 10 伊勢 マコガレイ 29.6 1 三重県 鳥羽市 赤崎岸壁

250 020300071 本山　直樹 兵庫協会 和田宮サーフ 13 明石 マコガレイ 29.6 1 兵庫県 明石市 大蔵海岸

250 090090001 竹内　義博 広島協会 廿日市サーフ 23 柳井 マコガレイ 29.6 1 山口県 熊毛郡 上関町戸津

250 010870002 加藤　廣和 大阪協会 北斗サーフ 27 徳 島 マコガレイ 29.6 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

254 090050054 柳田　英憲 広島協会 スワローＦＣ 22 呉 マコガレイ 29.5 1 広島県 倉橋町 釣士田

254 020300019 佐藤　英明 兵庫協会 和田宮サーフ 27 徳 島 マコガレイ 29.5 1 徳島県 板野郡 松茂町松茂海岸

256 030010024 下村　勝 徳島協会 徳島キャスターズクラブ 27 徳 島 マコガレイ 29.4 2 徳島県 鳴門市 亀浦

257 220050001 藤岡　良紹 三重協会 鈴鹿サーフ 6 能 登 マコガレイ 29.4 1 石川県 七尾市 能登島　南

258 030030051 大西　啓文 徳島協会 徳島ひげサーフ 27 徳 島 マコガレイ 29.2 2 徳島県 鳴門市 鳴門町土佐泊

259 090250023 村田　忠義 広島協会 呉キャスターズ 22 呉 マコガレイ 29.2 1 広島県 江田島市 大柿町深江

260 030030023 正野　明 徳島協会 徳島ひげサーフ 27 徳 島 マコガレイ 29.1 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町撫佐

261 130060075 大橋　進 中部協会 東海サーフ 7 敦賀 マコガレイ 29.0 1 福井県 越前町 小樟

261 120100003 犬飼　広達 愛知協会 愛知えのみやサーフ 9 渥美 イシガレイ 29.0 1 愛知県 田原町 宮下

261 130040092 山本　繁樹 中部協会 中京サーフ 9 渥美 イシガレイ 29.0 1 愛知県 田原町 西の浜

261 070330067 古米　恒夫 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 マコガレイ 29.0 1 岡山県 倉敷市 大畠

261 080040038 古地　忠義 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 29.0 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根島

261 060010084 尾崎　弘幸 香川協会 高松サーフ 28 高松 マコガレイ 29.0 1 香川県 高松市 庵治町新開

267 130120053 松井　通浩 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 28.6 1 愛知県 田原町 小中山

268 090120049 藤川　隆功 広島協会 安芸サーフ 22 呉 マコガレイ 28.5 2 広島県 江田島市 江田島町幸の浦

269 010090109 谷本　信彦 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 28.4 1 徳島県 鳴門市 西条

270 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 28.3 1 香川県 丸亀市 広島

270 050220013 高市　浩之 愛媛協会 楽釣会 31 松山 マコガレイ 28.3 1 愛媛県 松山市 高浜

270 160040001 吉田　朗 長崎協会 インター長崎サーフ 36 長崎南 マコガレイ 28.3 1 長崎県 島原市 宮の町猛島
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273 220050031 久保　輝雄 三重協会 鈴鹿サーフ 10 伊勢 マコガレイ 28.1 3 三重県 志摩市 安乗

274 250050010 植埜　正明 和歌山協会 サーフきのくに 15 和歌山 マコガレイ 28.1 1 大阪府 泉南郡 岬町深日

275 030080031 坂東　茂樹 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 28.0 2 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川

276 120040066 小林　良雄 愛知協会 豊栄サーフ 9 渥美 イシガレイ 27.9 3 愛知県 田原町 西の浜

277 080040045 坂禰　正春 備後協会 三原サーフ 21 尾道 マコガレイ 27.9 1 愛媛県 上島町 佐島

278 250050017 田中　郁也 和歌山協会 サーフきのくに 15 和歌山 マコガレイ 27.8 1 大阪府 泉南郡 岬町深日

279 130120066 長谷部　悦次 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 27.5 2 愛知県 田原町 西の浜

280 120100005 林　優介 愛知協会 愛知えのみやサーフ 9 渥美 イシガレイ 27.5 1 愛知県 田原町 伊良湖港

281 020130024 帷　譲二 兵庫協会 神戸中央サーフ 6 能 登 マコガレイ 27.4 1 石川県 七尾市 能登島　無関

281 020300053 宮地　進 兵庫協会 和田宮サーフ 13 明石 マコガレイ 27.4 1 兵庫県 明石市 林崎大波止

283 130120069 児玉　隼人 中部協会 三河サーフ 9 渥美 イシガレイ 27.1 1 愛知県 田原町 小中山

284 020130109 堤　慶勝 兵庫協会 神戸中央サーフ 13 明石 マコガレイ 27.0 1 兵庫県 淡路市 久留麻

285 120070027 杉山　克政 愛知協会 ぴんぎすさあふ 9 渥美 イシガレイ 26.9 3 愛知県 田原町 西の浜

286 090250020 山本　雅之 広島協会 呉キャスターズ 22 呉 マコガレイ 26.5 1 広島県 広島市 南観音 天満川

287 240060003 杉元　繁治 大分協会 ダイナミックサーフ 37 国東 マコガレイ 26.3 1 大分県 国東市 伊美港

288 240010070 三沢　雅隆 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 マコガレイ 25.8 2 大分県 大分市 細

289 090230004 土手　達馬 広島協会 音戸サーフ 22 呉 マコガレイ 25.7 1 広島県 呉市 音戸町高須

289 030080002 塩田　淳 徳島協会 徳島セントラルサーフ 27 徳 島 マコガレイ 25.7 1 徳島県 鳴門市 撫養町撫養川河口

291 010110009 大田　明彦 大阪協会 関西投友釣クラブ 12 淡路島 マコガレイ 25.6 1 兵庫県 南淡路市 福良

292 020560020 柳澤　雅樹 兵庫協会 但馬豊岡サーフ 14 香住 マコガレイ 25.2 1 兵庫県 新温泉 浜坂

293 190010047 寺坂　俊博 鳥取協会 鳥取サーフ 16 鳥取東部 マコガレイ 25.0 1 鳥取県 鳥取市 気高町船磯
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1 100150031 野村　知史 山口協会 周防サーフ 23 柳井 イシダイ 64.5 50.0 1.290 1 山口県 大島郡 周防大島町伊保田

2 260040037 亀田　智浩 東京協会 江戸前サーフ 4 小名浜 ヒラメ 68.1 60.0 1.135 2 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

3 150010130 中澤　宏俊 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 46.6 45.0 1.036 10 北海道 室蘭市 マスイチ海岸

4 170010048 遠藤　健一 千葉協会 千葉サーフ 4 小名浜 ヒラメ 62.1 60.0 1.035 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

5 010740064 大宮　弘勝 大阪協会 滋賀投友会 20 笠岡 コブダイ 74.0 75.0 0.987 2 岡山県 笠岡市

6 070730015 坪井　和夫 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 キジハタ 48.5 50.0 0.970 8 香川県 丸亀市 本島

7 090100082 小田　一行 広島協会 広島ｸﾞﾘ-ﾝｷｬｽﾀ-ｽﾞ 24 浜田 ヒラメ 58.0 60.0 0.967 2 島根県 益田市 木部町大浜

8 150010090 金澤　修司 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 43.0 45.0 0.956 10 北海道 室蘭市 トッカリショ

9 150090004 佐藤　孝志 北海道協会 ＳＣ抜投会 1 道央 ギスキジカ 42.8 45.0 0.951 7 北海道 登別市 鷲別

10 150010140 神戸　優介 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 42.4 45.0 0.942 4 北海道 室蘭市 マスイチ

11 150010129 中澤　孝太 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 41.9 45.0 0.931 10 北海道 室蘭市 マスイチ海岸

12 150010116 菊池　修 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 41.5 45.0 0.922 1 北海道 室蘭市 マスイチ海岸

13 020310038 瀬合　睦三 兵庫協会 西神戸アングラーズ 12 淡路島 コブダイ 68.8 75.0 0.917 1 兵庫県 淡路市 浦港

14 150010106 大内　一程 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 41.0 45.0 0.911 8 北海道 室蘭市 マスイチ海岸

15 010530022 末井　雅男 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 マゴチ 58.8 65.0 0.905 4 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

16 010740025 片岡　洋次朗 大阪協会 滋賀投友会 20 笠岡 コブダイ 66.9 75.0 0.892 6 岡山県 笠岡市

17 070330070 籾木　竹志 岡山協会 倉敷サーフ 19 下津井 スズキ 75.6 85.0 0.889 5 岡山県 倉敷市 釜島

18 070460035 広田　五十六 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 ニベ 48.6 55.0 0.884 2 香川県 直島町 牛ヶ首島

19 0500300０8 三好　建史 愛媛協会 松山リールクラブ 33 長浜 ワニエソ 55.7 65.0 0.857 6 愛媛県 愛南町 深浦

20 150010121 蒲原　直純 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 38.5 45.0 0.856 4 北海道 門別郡 清畠海岸

21 180140016 山本　良一 北陸協会 石川投友会 6 能 登 クロダイ 47.0 55.0 0.855 9 石川県 七尾市 能登島　通

22 050290019 石丸　裕志 愛媛協会 Ｔ－ＣＬＵＢⅡ 33 長浜 イトヨリダイ 38.4 45.0 0.853 14 愛媛県 西予市 明浜

23 250010052 大埇　精慈 和歌山協会 和歌山サーフ 11 熊野 イラ 38.3 45.0 0.851 5 三重県 熊野市 甫母

24 220070001 村田　修 三重協会 松阪サーフ 10 伊勢 クロダイ 46.5 55.0 0.845 1 三重県 鳥羽市 赤崎岸壁

第１０７回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

【 他　魚　の　部 】 色の塗ってある処は触らないでください！！
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25 050120005 荒井　慶樹 愛媛協会 四国投友会 30 今治 スズキ 71.6 85.0 0.842 1 愛媛県 今治市 宮窪町田ノ浦

26 050210002 桧垣  哲也 愛媛協会 東予サーフ 30 今治 クロダイ 46.3 55.0 0.842 2 愛媛県 今治市 菊間町葉山

27 260080005 清塚　聡史 東京協会 投狂COM-MIX 4 小名浜 ヒラメ 50.5 60.0 0.842 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

28 140100049 今野　幸司 宮城協会 宮城海遊サーフ 3 石巻 アイナメ 45.6 55.0 0.829 3 宮城県 女川町 女川港

29 070680034 須田　正巳 岡山協会 岡山ﾌｪﾆｯｸｽｻｰﾌ 18 宇野 ニベ 45.5 55.0 0.827 3 香川県 直島町 直島

30 020700006 美濃谷　佳宏 兵庫協会 TEAM FREEDOM 4 小名浜 アイナメ 45.0 55.0 0.818 5 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

31 170050021 沖原　穂高 千葉協会 NFCサーフ 3 石巻 アイナメ 45.0 55.0 0.818 1 宮城県 石巻市 渡波港

32 150010089 今村　幸司 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 アイナメ 44.4 55.0 0.807 1 北海道 登別市 富浦

33 080010059 林 光枝 備後協会 尾道磯釣サーフ 21 尾道 キュウセン 26.5 33.0 0.803 15 広島県 尾道市 因島重井

34 140070023 鈴木　伸弥 宮城協会 仙台青葉サーフ 3 石巻 アイナメ 44.0 55.0 0.800 18 宮城県 石巻市 渡波港

35 070730085 若林　敏行 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 クロダイ 44.0 55.0 0.800 2 香川県 坂出市 与島

36 050290006 西崎　利勝 愛媛協会 Ｔ－ＣＬＵＢⅡ 33 長浜 イトヨリダイ 35.8 45.0 0.796 14 愛媛県 西予市 明浜

37 080010074 仲重　昇 備後協会 尾道磯釣サーフ 21 尾道 マダイ 55.5 70.0 0.793 2 広島県 尾道市 瀬戸田高根島

38 010970024 藤島　亮太 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 アイナメ 43.5 55.0 0.791 4 北海道 洞爺湖町 清水

39 100170040 高本　照彦 山口協会 西京サーフ 25 下関 クロダイ 43.5 55.0 0.791 3 山口県 長門市 靑海島

40 020700005 福井　昭義 兵庫協会 TEAM FREEDOM 4 小名浜 アイナメ 43.5 55.0 0.791 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

41 070860022 岸本　敏光 岡山協会 恵比寿サーフ 20 笠岡 クロダイ 43.3 55.0 0.787 1 岡山県 笠岡市

42 280020009 川上　幸美 島根協会 ＧＡＣサーフ 17 境港 シロギス 27.5 35.0 0.786 15 島根県 松江市 美保関町森山

43 070780029 古川　晋二 岡山協会 TEAM遊 17 境港 クロダイ 43.0 55.0 0.782 1 鳥取県 境港市 相生町

44 050270012 曽我部　奉剛 愛媛協会 西条フィッシャマン 30 今治 カワハギ 27.1 35.0 0.774 2 愛媛県 今治市 波方

45 160040012 龍　健二 長崎協会 インター長崎サーフ 36 長崎南 シロギス 27.1 35.0 0.774 1 長崎県 島原市 平成町

46 010090042 沢木　孝 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 ニベ 42.4 55.0 0.771 2 徳島県 徳島市 川内町吉野川

47 090030044 白石　健二 広島協会 呉サーフ 22 呉 クロダイ 41.8 55.0 0.760 2 広島県 江田島市 江田島町幸の浦

48 090030056 徳満　秀俊 広島協会 呉サーフ 22 呉 クロダイ 41.4 55.0 0.753 2 広島県 呉市 蒲刈

49 150010060 濱谷　薫 北海道協会 札幌サーフ 1 道央 ギスキジカ 33.8 45.0 0.751 4 北海道 登別市 鷲別

50 070460067 広畑　智成 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 スズキ 63.7 85.0 0.749 3 香川県 直島町 家島

51 090170057 河村　武士 広島協会 えのみやサーフ 22 呉 マダイ 52.1 70.0 0.744 1 広島県 呉市 倉橋町須川

魚の部21 ページ



会場 釣魚 基準
ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地名

魚名クラブ名 会場名 ポイント 総匹数
釣り場

順位 会員番号 参加者名 協会名

52 130130016 成枝　利秀 中部協会 敦賀サーフ 7 敦賀 スズキ 63.1 85.0 0.742 4 福井県 美浜町 久々子湖

53 070730080 大石　明 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 クロダイ 40.6 55.0 0.738 2 香川県 坂出市 岩黒島

54 060170028 大川　勉 香川協会 香川ドリームサーフ 28 高松 コイチ 40.1 55.0 0.729 1 香川県 高松市 庵治町竹居

55 010260056 大津　寿彦 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 キジハタ 36.4 50.0 0.728 3 島根県 松江市 美保関町森山

56 170010042 小椋　直樹 千葉協会 千葉サーフ 4 小名浜 マゴチ 47.2 65.0 0.726 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

57 140010001 三瓶　将孝 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 アイナメ 39.5 55.0 0.718 21 宮城県 石巻市 渡波港

58 110130036 三浦　隆和 北九州協会 飛幡サーフ 35 福岡 クロダイ 39.0 55.0 0.709 9 長崎県 東松浦郡 福島

59 100020050 川野　雄二 山口協会 関門サーフ 25 下関 キチヌ 39.0 55.0 0.709 1 山口県 下関市 彦島海土郷

60 070460034 三原　芳己 岡山協会 玉野フィツシング 18 宇野 クロダイ 37.9 55.0 0.689 10 香川県 直島町 牛ヶ首島

61 010970021 板垣　達也 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 アイナメ 37.9 55.0 0.689 1 北海道 洞爺湖町 清水

62 010260041 松永　徳幸 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 マゴチ 44.7 65.0 0.688 2 鳥取県 境港市 カニカゴ岸壁

63 260060020 山田健一郎 東京協会 シーガルフィッシング 4 小名浜 アイナメ 37.7 55.0 0.685 4 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

64 070780004 赤木　守 岡山協会 TEAM遊 17 境港 スズキ 57.2 85.0 0.673 2 鳥取県 境港市 外江町

65 110130040 西川　国美 北九州協会 飛幡サーフ 35 福岡 キチヌ 37.0 55.0 0.673 9 長崎県 東松浦郡 福島

66 070570129 大樫　庄一 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 17 境港 スズキ 56.6 85.0 0.666 4 鳥取県 境港市 外江町

67 010870006 福岡　登志雄 大阪協会 北斗サーフ 12 淡路島 ワニエソ 43.0 65.0 0.662 2 兵庫県 南淡路市 福良

68 220080034 葛原　優治 三重協会 熊野サーフ 11 熊野 ヘダイ 36.3 55.0 0.660 1 三重県 熊野市 新鹿

69 030040104 中矢　賢治 徳島協会 徳島鱗友サーフ 27 徳 島 キチヌ 36.3 55.0 0.660 1 徳島県 徳島市 沖洲

70 220080021 葛原　治也 三重協会 熊野サーフ 11 熊野 ヘダイ 36.0 55.0 0.655 2 三重県 熊野市 新鹿

71 090050052 池田　克成 広島協会 スワローＦＣ 23 柳井 クロダイ 35.9 55.0 0.653 4 山口県 柳井市 遠崎

72 090110031 大繁　章 広島協会 広島リールクラブ 22 呉 キチヌ 35.9 55.0 0.653 2 広島県 呉市 警固屋9丁目

73 070110063 三木　常睦 岡山協会 岡山グリーンキャスターズ17 境港 スズキ 54.5 85.0 0.641 2 島根県 松江市 八束町江島

74 160040003 田中　孝司 長崎協会 インター長崎サーフ 36 長崎南 キチヌ 34.8 55.0 0.633 1 長崎県 島原市 宮の町

75 090090055 堤　信行 広島協会 廿日市サーフ 23 柳井 クロダイ 34.7 55.0 0.631 8 山口県 岩国市 神代

76 140010125 三瓶　きよ子 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 アイナメ 34.3 55.0 0.624 16 宮城県 石巻市 渡波港

77 070100030 河田　尚一 岡山協会 岡山近海サ-フ 18 宇野 マエソ 40.4 65.0 0.622 3 香川県 直島町 向島

78 110040046 久保　一樹 北九州協会 福岡サーフ 35 福岡 キチヌ 34.1 55.0 0.620 2 福岡県 糸島市 船越
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79 010380053 井筒　康夫 大阪協会 大阪投友会 13 明石 アイナメ 33.6 55.0 0.611 1 兵庫県 明石市 林崎

80 240010012 小谷　仁士 大分協会 大分サーフ 38 臼杵 キチヌ 33.4 55.0 0.607 7 大分県 佐伯市 番匠川

81 010100062 河野　一郎 大阪協会 ヤングサーフ 35 福岡 スズキ 51.6 85.0 0.607 1 大分県 糸島市 船越

82 030140028 東野　一夫 徳島協会 悠友サーフ 27 徳 島 キチヌ 32.7 55.0 0.595 3 徳島県 徳島市 川内町吉野川

83 010490015 六車　健一 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 アイナメ 32.5 55.0 0.591 5 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

84 090050023 鈴木　靖彦 広島協会 スワローＦＣ 21 尾道 クロダイ 32.5 55.0 0.591 3 愛媛県 越智郡 大三島町鏡

85 170020005 奥倉　努 千葉協会 羽衣サーフ 5 富津 アイナメ 32.0 55.0 0.582 1 千葉県 富津市 富津新港

86 140010243 遠藤　守 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 アイナメ 31.5 55.0 0.573 7 宮城県 石巻市 渡波港

87 010100064 井口　芳之 大阪協会 ヤングサーフ 14 香住 クロダイ 30.5 55.0 0.555 1 兵庫県 香美 柴山港

88 010580068 竹内　先 大阪協会 大阪釣友サーフ 11 熊野 ワニエソ 35.3 65.0 0.543 5 三重県 紀北町 引本

89 090130072 徳吉　薫 広島協会 広島釣趣会 23 柳井 マダイ 35.2 70.0 0.503 1 山口県 柳井市 相ノ浦

90 070730066 米戸　清実 岡山協会 岡山シースター 19 下津井 マダイ 33.0 70.0 0.471 1 香川県 坂出市 櫃石島

91 100020040 辻中　浩司 山口協会 関門サーフ 25 下関 マダイ 30.0 70.0 0.429 8 山口県 下関市 六連島

92 100020001 鍛冶　㤗之 山口協会 関門サーフ 25 下関 マダイ 30.0 70.0 0.429 4 山口県 下関市 岬之町
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11 010210072 駒村　道彦 大阪協会 高槻サーフ 17 境港 マコガレイ 47.2 3 鳥取県 境港市 境水道

23 010880039 松宗　憲彦 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 4 小名浜 マコガレイ 44.0 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

24 010530003 上野　雅春 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 イシガレイ 43.9 1 鳥取県 鳥取市 青谷町夏泊

30 010090048 永沢　弘雄 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 イシガレイ 42.2 1 徳島県 徳島市 川内町吉野川

31 010880030 長谷川　靖之 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 4 小名浜 マコガレイ 42.1 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

32 010930007 池澤　常行 大阪協会 鷺洲シルバーサーフ 27 徳 島 イシガレイ 41.8 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町室

44 010950027 池之内　寛一 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 17 境港 イシガレイ 40.9 2 鳥取県 境港市外江町

57 010220037 島岡　照男 大阪協会 東住吉サーフ 12 淡路島 マコガレイ 39.3 1 兵庫県 淡路市 江崎

58 010020029 谷　節二 大阪協会 ＯＫＡＣ 12 淡路島 マコガレイ 39.2 1 兵庫県 淡路市 北淡町長瀬

58 010090128 野島　研矢 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 イシガレイ 39.2 1 徳島県 鳴門市 撫養町岡崎

64 010160038 西岡 正和 大阪協会 大正サーフ 17 境港 マコガレイ 38.5 2 鳥取県 境港市 カニカゴ岸壁

69 010950029 岡本　吉章 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 17 境港 イシガレイ 38.1 2 鳥取県 境港市外江町

87 010740058 須藤　寛 大阪協会 滋賀投友会 17 境港 イシガレイ 37.2 1 島根県 松江市八束町 江島

94 010970016 本間　昌尚 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 イシガレイ 37.0 1 北海道 洞爺湖町 清水

101 010260019 唐田　十九一 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 マコガレイ 36.5 2 島根県 松江市 美保関町森山

115 010970002 薄田　健吾 大阪協会 サーフ・エトワール 13 明石 マコガレイ 35.8 2 兵庫県 明石市 東二見

115 010130155 柿山　賢治 大阪協会 大阪サーフ 13 明石 マコガレイ 35.8 2 兵庫県 明石市 東二見

126 010880002 杉峠　龍弥 大阪協会 アワジフィッシングクラブ 12 淡路島 マコガレイ 35.3 1 兵庫県 淡路市 育波

126 010870007 清水　忠 大阪協会 北斗サーフ 27 徳 島 マコガレイ 35.3 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

145 010580075 下浦　輝明 大阪協会 大阪釣友サーフ 27 徳 島 マコガレイ 34.3 4 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島

146 010930013 川村　日一 大阪協会 鷺洲シルバーサーフ 27 徳 島 マコガレイ 34.2 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町室

149 010490051 福田　昌司 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 マコガレイ 33.9 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

釣　　り　　場

第１０７回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

【 本　賞　の　部 】

順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸 総匹数
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会 場 本　賞 釣　　り　　場順位 会員番号 参加者名 協会名 ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸 総匹数

150 010160047 前田 勝 大阪協会 大正サーフ 27 徳 島 マコガレイ 33.9 2 徳島県 小松島市 小松島港

174 010110030 越田　学 大阪協会 関西投友釣クラブ 12 淡路島 マコガレイ 33.1 1 兵庫県 南淡路市 福良

179 010510021 河田　一也 大阪協会 門真サーフ 27 徳 島 マコガレイ 32.8 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

186 010490024 滝本　宗生 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 マコガレイ 32.5 2 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

213 010090126 矢野　圭延 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 3 徳島県 板野郡 松茂町今切川

214 010090027 森岡　修 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 2 徳島県 鳴門市 西条

215 010870034 安田　哲 大阪協会 北斗サーフ 27 徳 島 マコガレイ 31.2 1 徳島県 鳴門市 鳴門町高島

218 010530009 浜口　潤吉 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 マコガレイ 31.0 3 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

224 010870005 有光　伸悟 大阪協会 北斗サーフ 12 淡路島 マコガレイ 30.9 1 兵庫県 南淡路市 福良
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会場 釣魚 基準

5 010740064 大宮　弘勝 大阪協会 滋賀投友会 20 笠岡 コブダイ 74.0 75.0 0.987 2 岡山県 笠岡市

15 010530022 末井　雅男 大阪協会 レインマンサーフ 16 鳥取東部 マゴチ 58.8 65.0 0.905 4 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

16 010740025 片岡　洋次朗 大阪協会 滋賀投友会 20 笠岡 コブダイ 66.9 75.0 0.892 6 岡山県 笠岡市

38 010970024 藤島　亮太 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 アイナメ 43.5 55.0 0.791 4 北海道 洞爺湖町 清水

46 010090042 沢木　孝 大阪協会 西大阪サーフ 27 徳 島 ニベ 42.4 55.0 0.771 2 徳島県 徳島市 川内町吉野川

55 010260056 大津　寿彦 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 キジハタ 36.4 50.0 0.728 3 島根県 松江市 美保関町森山

61 010970021 板垣　達也 大阪協会 サーフ・エトワール 1 道央 アイナメ 37.9 55.0 0.689 1 北海道 洞爺湖町 清水

62 010260041 松永　徳幸 大阪協会 大阪アングラーズ 17 境港 マゴチ 44.7 65.0 0.688 2 鳥取県 境港市 カニカゴ岸壁

67 010870006 福岡　登志雄 大阪協会 北斗サーフ 12 淡路島 ワニエソ 43.0 65.0 0.662 2 兵庫県 南淡路市 福良

79 010380053 井筒　康夫 大阪協会 大阪投友会 13 明石 アイナメ 33.6 55.0 0.611 1 兵庫県 明石市 林崎

81 010100062 河野　一郎 大阪協会 ヤングサーフ 35 福岡 スズキ 51.6 85.0 0.607 1 大分県 糸島市 船越

83 010490015 六車　健一 大阪協会 長居フィッシングクラブ 27 徳 島 アイナメ 32.5 55.0 0.591 5 徳島県 鳴門市 瀬戸町明神

87 010100064 井口　芳之 大阪協会 ヤングサーフ 14 香住 クロダイ 30.5 55.0 0.555 1 兵庫県 香美 柴山港

88 010580068 竹内　先 大阪協会 大阪釣友サーフ 11 熊野 ワニエソ 35.3 65.0 0.543 5 三重県 紀北町 引本

ポイント 総匹数 釣り場

第１０７回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

【 他　魚　の　部 】 色の塗ってある処は触らないでください！！
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