
■　　日 　時　：

■　　場 　所　：

■　　対象魚　：

■　　参加人員：

■　　大会ＰＴ：

 【団体戦成績】

優　 勝＝

（A　片岡 洋次朗　114.7㎝　　　B  須藤 寛　114.4㎝）

準優勝＝

第３位＝

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

1 滋賀投友会 片岡　洋次朗 マダイ 66.7 クロダイ 48.0 114.7 北木島 下津井

2 滋賀投友会 須藤　寛 マダイ 67.7 クロダイ 46.7 114.4 笠岡 下津井

3 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 マダイ 61.0 ワニエソ 50.7 111.7 引本 熊野

4 北斗サーフ 福岡　登志雄 マゴチ 54.0 トカゲエソ 49.0 103.0 衣奈 中紀

5 東住吉サーフ 英　純一 コロダイ 61.1 トカゲエソ 41.5 102.6 田辺 中紀

6 関西投友釣クラブ 澤田　栄二 マゴチ 56.6 クロダイ 42.3 98.9 香川県三豊市 淡路島南

7 北斗サーフ 川崎　善啓 マゴチ 51.0 ニベ 45.1 96.1 紀ノ川 中紀

8 ヤングサーフ 疋田　智一 マダイ 51.8 クロダイ 43.9 95.7 大槌島 下津井

9 ヤングサーフ 玉井　康彦 マダイ 48.8 クロダイ 45.0 93.8 大槌島 下津井

10 滋賀投友会 大宮　弘勝 マダイ 49.1 クロダイ 43.3 92.4 笠岡 下津井

11 レインマンサーフ 上野　雅春 マダイ 47.1 コロダイ 45.2 92.3 種崎海岸 高知

12 西大阪サーフ 島上　健一郎 コイチ 49.6 クロダイ 41.8 91.4 大杓島 下津井

13 なにわキャスターズクラブ 宮内　宏知 コイチ 50.8 クロダイ 38.2 89.0 香川県男木島 淡路島南

14 西大阪サーフ 永沢　弘雄 クロダイ 46.7 コイチ 41.7 88.4 小杓島 下津井

15 ヤングサーフ 高津　光司 コイチ 44.3 マダイ 43.0 87.3 大槌島 下津井

16 西大阪サーフ 沢木　孝 クロダイ 45.0 コイチ 41.3 86.3 川鉄波止 下津井

17 滋賀投友会 萩原　良太 マダイ 45.5 クロダイ 39.1 84.6 笠岡 下津井

18 西大阪サーフ 山本　勝宣 クロダイ 43.2 コイチ 41.3 84.5 杓島 下津井

19 レインマンサーフ 末井　雅男 コロダイ 50.2 キチヌ 29.7 79.9 浦戸湾 高知

20 なにわキャスターズクラブ 坂口　浩之 コイチ 42.0 クロダイ 37.7 79.7 香川県男木島 淡路島南

21 サーフ・スキッパーズ 服部　静夫 ヘダイ 44.6 ニベ 34.5 79.1 煙樹ヶ浜 中紀

22 滋賀投友会 西澤　光 クロダイ 43.0 キジハタ 34.8 77.8 笠岡 下津井

23 サーフ・スキッパーズ 湯浅　研史 コロダイ 65.0 マダイ 12.7 77.7 田辺 中紀

24 貝塚サーフ 道越　浩平 トカゲエソ 45.3 ニベ 30.6 75.9 紀の川、谷川漁港 泉南

25 レインマンサーフ 竹内　伸 キチヌ 38.5 コロダイ 36.9 75.4 種崎海岸 高知

26 東大阪拓研サーフ 杉野　建治 コロダイ 48.5 タカノハダイ 26.5 75.0 南部町岩代 中紀

27 なにわキャスターズクラブ 裏野　和彦 コイチ 51.5 キュウセン 22.6 74.1 香川県男木島 淡路島南

28 北斗サーフ 安田　哲 ヘダイ 42.5 コイチ 31.0 73.5 鵜殿 熊野

29 大阪サーフ 坂本　達三 コロダイ 47.7 シロギス 24.0 71.7 奈半利 高知

30 西大阪サーフ 谷本　信彦 クロダイ 43.3 シログチ 27.6 70.9 川鉄波止 下津井

31 なにわキャスターズクラブ 大畑　紀文 コイチ 48.4 カサゴ 22.0 70.4 香川県女木島 淡路島南

滋賀投友会　　229.1㎝

北斗サーフ　　   199.1㎝

ヤングサーフ　　  189.5㎝

合計

㎝

　第153回　大阪協会秋季大会　

順位

173名（うち女性・少年3名）

西大阪サーフ

2匹の内訳
会員名 会場

指定8会場

本賞の部＝連盟対象魚異種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）

本賞の部

釣り場クラブ名

2019年10月27日（日）中潮　　天候:

第153回 大阪協会秋季大会



魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

合計

㎝
順位

2匹の内訳
会員名 会場釣り場クラブ名

32 高槻サーフ 吉田　勝 キチヌ 40.5 コイチ 29.0 69.5 安芸 高知

33 貝塚サーフ 大内　秀夫 ニベ 35.1 キチヌ 34.0 69.1 紀の川 泉南

34 北斗サーフ 清水　忠 ヘダイ 39.5 コイチ 29.3 68.8 鵜殿 熊野

1 西大阪サーフ 大野　健太郎 スズキ 杓島

2 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 川村　日一 スズキ 徳島県阿南市橘湾60.5

67.6

寸法　㎝

他魚の部

釣り場順位 クラブ名 会員名 魚名 会場


