
■　　日　 時　：

■　　場 　所　：

■　　対象魚　：

■　　参加人員：

■　　大会ＰＴ：

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

優　 勝 大阪 滋賀投友会 大宮　弘勝 マダイ 71.7 クロダイ 49.3 121.0 岡山笠岡

準優勝 大阪 レインマンサーフ 末井　雅男 クロダイ 49.5 マゴチ 65.4 114.9 高知種崎

3 大阪 関西投友釣クラブ 澤田　栄二 マダイ 58.5 クロダイ 47.0 105.5 香川三豊市

4 兵庫 神戸投翔会 松岡　邦興 マダイ 62.7 クロダイ 41.6 104.3 北泊

5 大阪 滋賀投友会 片岡　洋次朗 マダイ 54.0 クロダイ 46.1 100.1 岡山笠岡

6 大阪 なにわキャスターズクラブ 坂本　照治 マダイ 56.6 クロダイ 41.1 97.7 香川女木島

7 大阪 滋賀投友会 南　道雄 ワニエソ 63.5 キチヌ 32.2 95.7 宇和島津島町尻貝

8 大阪 西大阪サーフ 矢野　圭延 クロダイ 45.0 キジハタ 50.2 95.2 岡山下津井櫃石島

9 愛媛 瀬戸内サーフ 相原　富雄 ワニエソ 61.0 イラ 32.2 93.2 宇和島三浦大島

10 大阪 滋賀投友会 須藤　寛 コロダイ 64.1 マダイ 25.0 89.1 高知宇佐

11 大阪 大阪臥竜サーフ 浅野　正美 マダイ 45.5 クロダイ 42.0 87.5 岡山直島

12 愛媛 瀬戸内サーフ 高原　義夫 ヘダイ 42.5 オオニベ 44.5 87.0 高知安芸

13 大阪 大阪釣友サーフ 竹内　先 キチヌ 42.7 ワニエソ 42.5 85.2 三重引本

14 大阪 北斗サーフ 川崎　善啓 ニベ 49.2 キチヌ 35.0 84.2 吉野川河口

15 大阪 なにわキャスターズクラブ 野木井　光一 マダイ 61.6 カサゴ 22.4 84.0 香川女木島

16 大阪 なにわキャスターズクラブ 宮内　宏知 マダイ 64.0 キューセン 19.8 83.8 香川女木島

17 大阪 西大阪サーフ 山本　勝宣 キチヌ 40.2 トカゲエソ 41.0 81.2 和歌山煙樹ヶ浜

18 大阪 北斗サーフ 安原　宗彦 キチヌ 36.7 ワニゴチ 39.5 76.2 淡路島古茂江

19 大阪 なにわキャスターズクラブ 畑中　大輔 クロダイ 41.3 ウマヅラハギ 34.4 75.7 香川三豊市詫間

20 大阪 なにわキャスターズクラブ 西橋　浩 マゴチ 57.0 マダイ 18.1 75.1 香川三豊市詫間

21 大阪 大正サーフ 田中　速雄 トカゲエソ 37.7 キチヌ 36.6 74.3 徳島小松島エビス波止

22 大阪 滋賀投友会 瀧井　義士 チダイ 36.5 ヘダイ 37.4 73.9 高知宇佐

23 大阪 大阪黒潮サーフ 養老　秀一 キチヌ 39.6 マコガレイ 32.7 72.3 粟津

24 大阪 大阪黒潮サーフ 中村　省三 キチヌ 37.7 マコガレイ 34.0 71.7 粟津

25 兵庫 SURF BATTLE FISH  西岡　映吏 コロダイ 59.0 ノドクサリ 12.5 71.5 高知黒潮町

26 大阪 長居フィッシングクラブ 市原　一宏 ワニエソ 43.4 ソコイトヨリ 27.8 71.2 宇和島津島町曽根

27 大阪 サーフ・スキッパーズ 高倉　雅典 マコガレイ 34.3 キチヌ 36.8 71.1 新淀川・淡路島松帆

28 大阪 大阪臥竜サーフ 山口　成一 マダイ 36.5 マコガレイ 34.2 70.7 岡山直島

29 大阪 東大阪拓研サーフ 尾瀬　健一郎 マコガレイ 41.5 トカゲエソ 28.5 70.0 徳島沖洲

30 大阪 なにわキャスターズクラブ 畑中　江策 マダイ 28.2 クロダイ 41.2 69.4 香川三豊市詫間
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31 大阪 滋賀投友会 菅原　正典 キチヌ 32.2 イトヨリ 36.6 68.8 宇和島津島町尻貝

32 大阪 鷺洲シルバーサーフ 浅井　卓美 ニベ 33.5 キチヌ 34.5 68.0 中浦緑地

33 大阪 東住吉サーフ 畝木　敬之 ヘダイ 44.7 カサゴ 23.0 67.7 室戸市佐喜浜

34 大阪 大阪黒潮サーフ 有村　明士 マコガレイ 31.8 キチヌ 35.7 67.5 粟津

35 大阪 サーフ・フックライン 三井　将行 キチヌ 37.0 マコガレイ 30.0 67.0 里津港

36 大阪 鷺洲シルバーサーフ 橋野　正一 クロダイ 40.5 シログチ 26.4 66.9 中浦緑地

36 大阪 大正サーフ 垣内　守雄 キチヌ 39.0 キジハタ 27.9 66.9 徳島小松島

38 大阪 大阪サーフ 村上　静馬 ヘダイ 39.2 マダイ 27.2 66.4 高知種崎

39 大阪 サーフ・スキッパーズ 栗谷　浩 キチヌ 44.2 クジメ 22.0 66.2 新淀川・岩屋

40 大阪 東大阪拓研サーフ 朝尾　健一 トカゲエソ 43.0 クジメ 22.4 65.4 徳島沖洲

40 兵庫 阪神サ－フ 八浜　聰 キチヌ 39.1 マコガレイ 26.3 65.4 武庫川・淡路島志筑

42 大阪 ヤングサーフ 疋田　智一 クロダイ 40.1 カサゴ 24.7 64.8 鳴門市折野

43 大阪 長居フィッシングクラブ 吉田　二久 クロダイ 38.2 シロギス 26.1 64.3 高知種崎

44 大阪 高槻サーフ 大庭　隆 シロギス 26.1 キチヌ 38.0 64.1 新淀川・淡路島おのころ

45 大阪 北斗サーフ 清水　忠 キチヌ 43.0 マコガレイ 20.0 63.0 新淀川・淡路島松帆

46 大阪 大正サーフ 請関　義市 トカゲエソ 35.4 アイナメ 26.7 62.1 徳島小松島

47 兵庫 阪神サ－フ 戸田　徳弘 カサゴ 22.0 キチヌ 40.0 62.0 武庫川・淡路島志筑

48 大阪 貝塚サーフ 古家　浩司 マダイ 41.6 カサゴ 20.2 61.8 与島

48 大阪 高槻サーフ 木村　康司 キチヌ 39.3 シロギス 22.5 61.8 新淀川・淡路島津井

50 大阪 関西投友釣クラブ 平井　一男 マハゼ 22.1 キチヌ 39.1 61.2 新淀川・淡路島福良

優　 勝 大阪 北斗サーフ 福岡　登志雄

準優勝 大阪 滋賀投友会 井上　輝美

3 兵庫 神戸投翔会 藤本　隆

4 大阪 西大阪サーフ 沢木　孝

5 大阪 北斗サーフ 西丸　孝一
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