
　　■　　日　時　： 平成30年10月28日（日）中潮　　天候:晴れ

　　■　　場　所　： 指定8会場

　　■　　対象魚　： 本賞の部＝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匹の大きい方を上位とする。

他魚の部＝スズキ・コブダイの１匹の寸法。（大物ランク魚以上）

　　■　　参加人員： 184名（うち女性・少年3名）

　　■　　大会ＰＴ： レインマンサーフ

 【団体戦成績】

　優 　勝＝ 滋賀投友会 200．5㎝

（A　須藤　寛　104．6㎝　　　B　片岡　洋次朗　95．9㎝）

準優勝＝ ヤングサーフ 189．7㎝

第３位＝ 西大阪サーフ 188．4㎝

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

1 滋賀投友会 須藤　寛 マダイ 61.4 クロダイ 43.2 104.6 笠岡 下津井

2 ヤングサーフ 疋田　智一 マダイ 64.6 クロダイ 37.9 102.5 イサロ 下津井

3 滋賀投友会 片岡　洋次朗 マダイ 50.4 クロダイ 45.5 95.9 笠岡 下津井

4 高石サーフ 北野　雅則 コロダイ 50.3 トカゲエソ 45.0 95.3 田辺市池田湾 泉南

5 西大阪サーフ 沢木　勝敏 コイチ 48.7 クロダイ 46.2 94.9 上水島 下津井

6 滋賀投友会 萩原　良太 クロダイ 48.3 クロダイ 45.6 93.9 笠岡 下津井

7 西大阪サーフ 岡本　吉永 マダイ 48.3 クロダイ 45.2 93.5 杓島 下津井

8 レインマンサーフ 末井　雅男 ハタ 49.2 マゴチ 44.0 93.2 浦戸湾赤松漁港 高知

9 関西投友釣クラブ 澤田　栄二 マゴチ 56.8 キジハタ 36.0 92.8 香川県三豊 淡路島南

10 西大阪サーフ 野島　研矢 コイチ 50.8 マダイ 41.7 92.5 小杓島 下津井

11 高石サーフ 内山　忠雄 マゴチ 47.8 ニベ 44.5 92.3 紀ノ川 泉南

12 西大阪サーフ 山本　勝宣 コイチ 50.0 クロダイ 41.3 91.3 杓島 下津井

13 滋賀投友会 大宮　弘勝 クロダイ 47.5 キチヌ 42.8 90.3 笠岡 下津井

14 ヤングサーフ 佐藤　芳一 キジハタ 45.2 マダイ 42.0 87.2 六口島 下津井

15 一般（貝塚サーフ） 空山　佳弘 マダイ 52.0 マダイ 34.6 86.6 白浜 泉南

16 大阪サーフ 戸田　智 コロダイ 57.8 シロギス 25.9 83.7 種崎海岸 高知

17 大阪サーフ 斉藤　一夫 マハタ 29.7 コロダイ 50.7 80.4 奈半利 高知

18 高槻サーフ 岸川　輝久 コロダイ 40.4 キチヌ 38.0 78.4 浦戸湾 高知

19 滋賀投友会 南　道雄 クロダイ 41.3 トカゲエソ 36.8 78.1 笠岡 下津井

20 大阪サーフ 柿山　賢治 クエ 60.6 カサゴ 17.0 77.6 浦戸湾 高知

21 大阪サーフ 伊達　浩憲 コロダイ 39.6 ヘダイ 37.0 76.6 種崎海岸 高知

22 大阪投友会 里村　達郎 コイチ 37.2 コイチ 37.2 74.4 牛窓 下津井

23 貝塚サーフ 野村　道雄 トカゲエソ 46.1 キチヌ 25.6 71.7 紀ノ川 泉南

24 長居フィッシングクラブ 市原　一宏 イシダイ 39.1 イシガキダイ 32.6 71.7 和歌山県串本大島 南紀

25 北斗サーフ 福岡　登志雄 キビレ 36.4 キビレ 35.0 71.4 熊野川 熊野

26 大阪釣友サーフ 籾木　千年 キビレ 36.7 マダイ 34.3 71.0 紀北町 知浦 熊野

27 サーフ和 野端　幸正 コイチ 44.3 シロギス 26.3 70.6 紀ノ川 中紀

28 アワジフィッシングクラブ 長谷川　靖之 クロダイ 41.4 ヘダイ 28.3 69.7 日高港・紀ノ川 中紀

29 高槻サーフ 吉田　勝 ヘダイ 35.0 ヘダイ 34.5 69.5 浦戸湾 高知

30 大阪釣友サーフ 竹内　先 キビレ 34.7 キビレ 34.5 69.2 引本 熊野

31 ＯＫＡＣ 合田　幸男 イラ 37.8 イラ 31.0 68.8 古江 熊野

32 大阪サーフ 坂本　達三 キチヌ 39.6 クロダイ 28.6 68.2 奈半利 高知

33 東住吉サーフ 畝木　敬之 キチヌ 40.3 キチヌ 27.9 68.2 有田川 中紀

34 なにわキャスターズクラブ 大畑　紀文 マダイ 40.7 マダイ 26.0 66.7 賀田 熊野
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35 ヤングサーフ 高津　光司 クロダイ 36.9 マダイ 29.5 66.4 六口島 下津井

36 高石サーフ 福田　宏清 ニベ 39.4 シロギス 25.3 64.7 紀ノ川 泉南

37 レインマンサーフ 浜口　潤吉 マゴチ 36.1 コロダイ 28.4 64.5 種崎海岸 高知

38 大阪臥竜サーフ 浅野　正美 キチヌ 34.5 キチヌ 28.2 62.7 紀ノ川 中紀

39 北斗サーフ 萩山　泰弘 クロダイ 42.0 ヘダイ 20.5 62.5 熊野川 熊野

40 大阪臥竜サーフ 麻野　晋 キチヌ 40.0 キチヌ 22.0 62.0 紀ノ川 中紀

41 ＯＫＡＣ 山崎　とみ子 マコガレイ 34.0 マコガレイ 27.9 61.9 道の駅 淡路島

42 大正サーフ 前田　勝 キチヌ 31.2 キチヌ 30.7 61.9 小松島市小松島港 淡路島南

43 西大阪サーフ 川上　秋男 クロダイ 30.6 クロダイ 30.3 60.9 上水島 下津井

44 東住吉サーフ 島岡　照男 キチヌ 30.2 キチヌ 30.0 60.2 有田川 中紀

45 レインマンサーフ 岡本　宣勝 コロダイ 41.8 シロギス 18.2 60.0 種崎海岸 高知

46 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 マダイ 37.9 オオモンハタ 21.8 59.7 引本 熊野

47 レインマンサーフ 森本　正 ヘダイ 35.3 コロダイ 24.3 59.6 種崎海岸 高知

48 一般（貝塚サーフ） 梅野　友美 マダイ 30.1 マダイ 29.2 59.3 白浜 泉南

49 ヤングサーフ 玉井　康彦 クロダイ 34.0 マダイ 23.8 57.8 イサロ濃地島 下津井

50 大阪サーフ 村上　静馬 キジハタ 30.0 キュウセン 27.1 57.1 種崎海岸 高知

51 一般（貝塚サーフ） 速水　久登 マダイ 35.5 マダイ 21.3 56.8 白浜 泉南

52 長居フィッシングクラブ 六車　健一 マダイ 34.0 ヘダイ 21.1 55.1 和歌山県白浜 南紀

53 北斗サーフ 安田　哲 キビレ 34.4 ニベ 18.2 52.6 熊野川 熊野

54 高石サーフ 山川　茂 シロギス 27.2 シロギス 24.6 51.8 紀ノ川 泉南

55 ＯＫＡＣ 谷　節二 カサゴ 26.0 エソ 24.3 50.3 古江 熊野

56 貝塚サーフ 大内　秀夫 マゴチ 30.5 ニベ 19.3 49.8 紀ノ川 泉南

57 高槻サーフ 植木　長太郎 カサゴ 24.6 マダイ 23.2 47.8 鳴門市岡崎 淡路島南

58 アワジフィッシングクラブ 網谷　保 シロギス 25.7 マダイ 20.6 46.3 志筑 淡路島

59 長居フィッシングクラブ 吉田　二久 マダイ 23.8 他のハタ 22.0 45.8 和歌山県白浜 南紀

60 レインマンサーフ 大西　高嘉 コロダイ 27.2 マダイ 18.5 45.7 種崎海岸 高知

61 大阪釣友サーフ 谷口　整司 マダイ 26.0 マダイ 18.2 44.2 引本 熊野

62 ＯＫＡＣ 廣島　開 シロギス 23.6 シロギス 20.5 44.1 日高新港 中紀

63 高槻サーフ 上林　一 クジメ 24.2 クジメ 19.8 44.0 鳴門市岡崎 淡路島南

64 大正サーフ 中村　亘司 マダイ 22.0 マダイ 21.7 43.7 香川県ゴマジリ 淡路島南

65 鷺洲シルバーサーフ 橋野　正一 シロギス 21.9 シロギス 21.0 42.9 徳島県大神子海岸 淡路島南

66 貝塚サーフ 山本　盛男 マコガレイ 23.5 ネズミゴチ 18.4 41.9 深日漁港 泉南

67 関西投友釣クラブ 平井　一男 キュウセン 21.7 マダイ 20.1 41.8 福良 淡路島

68 一般（東住吉サーフ） 井上　賢一 シロギス 22.3 シロギス 18.3 40.6 有田川 中紀

69 鷺洲シルバーサーフ 村岡　文蔵 シロギス 21.7 シロギス 16.6 38.3 徳島県大神子海岸 淡路島南

70 ＯＫＡＣ 稲荷　佳樹 カサゴ 19.2 カサゴ 17.2 36.4 鳴門市長浜漁港 淡路島南

71 鷺洲シルバーサーフ 多田　勇 シロギス 17.8 シロギス 17.5 35.3 徳島県大神子海岸 淡路島南

72 貝塚サーフ 濱田　民生 マハゼ 19.5 キチヌ 14.3 33.8 紀ノ川 泉南

73 鷺洲シルバーサーフ 池澤　常行 シロギス 16.9 シロギス 16.4 33.3 徳島県大神子海岸 淡路島南

74 高槻サーフ 駒村　道彦 カサゴ 18.7 マダイ 12.0 30.7 鳴門市岡崎 淡路島南

順位 クラブ名 会員名 魚名 寸法　㎝ 釣り場 会場

1 西大阪サーフ 永沢　弘雄 スズキ 70.8 茶瓶 下津井

2 滋賀投友会 井上　輝美 コブダイ 65.0 笠岡 下津井

3 貝塚サーフ 山下　幸治 スズキ 56.0 紀ノ川 泉南

4 西大阪サーフ 大野　健太郎 スズキ 51.1 上水島 下津井

他魚の部


