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Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

1 伊東順孝 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 イシガレイ 52.9 5 宮城県 石巻市 渡波

2 車谷　哲男 兵庫 レインボーキャスターズ 4 小名浜 マコガレイ 50.5 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

3 横地　龍 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 イシガレイ 50.0 6 宮城県 石巻市 尾崎

4 鶴田　和治 兵庫 レインボーキャスターズ 3 石巻 イシガレイ 49.2 2 宮城県 石巻市 渡波

5 遠藤　慶裕 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 イシガレイ 48.5 5 宮城県 石巻市 尾崎

6 糀谷　英明 兵庫 龍野ｻｰﾌc.c 15 鳥取東部 イシガレイ 48.2 2 鳥取県 鳥取市 青谷町夏泊

7 冨安　一馬 中部 中京サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 47.2 4 愛知県 田原市 西浜

8 本屋敷　保生 大阪 大阪アングラーズ 16 境港 イシガレイ 47.2 1 島根県 松江市 美保関男鹿

9 笠松　俊孝 兵庫 関西サーフ 11 淡路島 マコガレイ 46.5 1 兵庫県 淡路市 仮屋

10 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 45.2 5 宮城県 女川町 塚浜

11 工藤　大輔 北海道 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ45.0 5 北海道 函館市大澗町 大澗漁港

12 角川　　浩 東京 東京フロンティアサーフ 4 小名浜 マコガレイ 45.0 3 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

13 南　　武晴 東京 東京フロンティアサーフ 4 小名浜 マコガレイ 44.8 4 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

14 柳　知記 北海道 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ44.5 1 北海道 函館市大澗町 大澗漁港

15 上中　昭仁 岡山 北神サーフ 6 能登 イシガレイ 44.3 2 石川県 七尾市 能登島百万石

16 朝野　賢太郎 愛媛協会 ヤマキ爆釣会 3 石巻 イシガレイ 44.0 4 宮城県 石巻市 渡波

16 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 44.0 4 宮城県 石巻市 尾崎

18 福井　昭義 兵庫 TEAM FREEDOM 4 小名浜 マコガレイ 43.9 3 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

19 柴田　匡啓 北海道 はこだてサーフ 2 道南 その他のカレイ43.7 1 北海道 函館市大澗町 大澗漁港

19 筒井　優好 兵庫 和田宮サーフ 12 明石 マコガレイ 43.7 1 兵庫県 明石市 藤江海岸

21 古枝　直輝 徳島 徳島キャスターズクラブ 26 徳島 イシガレイ 43.6 5 徳島県 鳴門市 高島

22 毛利　良秀 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 43.2 7 愛知県 田原市 西浜
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23 大西直勝 愛媛協会 松山フィッシング 29 松山 マコガレイ 42.9 1 愛媛県 松山市 柳原

24 手水川　勇 愛媛協会 西四国サーフ 30 興居島 マコガレイ 42.3 1 愛媛県 松山市 門田町

25 岡本　宏二 山口 西京サーフ 25 防府 イシガレイ 41.8 4 山口県 防府市 西浦

26 美濃谷　佳宏 兵庫 TEAM FREEDOM 4 小名浜 マコガレイ 41.7 4 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

27 赤瀬　隆久 兵庫 関西サーフ 11 淡路島 マコガレイ 41.7 1 兵庫県 淡路市 仮屋

28 磯野　渉 兵庫 西宮天狗クラブ 12 明石 マコガレイ 41.6 2 兵庫県 淡路市 野島

29 三沢　雅隆 大分 大分サーフ ３６ 臼杵 マコガレイ 41.5 3 大分県 臼杵市 洲崎

30 岩田政文 愛媛協会 道後サーフ 29 松山 マコガレイ 41.4 1 愛媛県 松山市 北条鹿島一文字

31 吉田　勝 大阪 高槻サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 41.3 2 愛知県 田原市 伊良湖町

32 渡辺　敏夫 兵庫 三ツ星サーフＣ.Ｃ 12 明石 マコガレイ 41.1 1 兵庫県 明石市 中崎

33 吉田　圭介 東京 東京フロンティアサーフ 4 小名浜 マコガレイ 40.8 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

34 相澤　浩次 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 イシガレイ 40.5 4 宮城県 石巻市 長浜

35 三木　常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 16 境港 イシガレイ 40.5 2 鳥取県 境港市 日吉津

36 藤原圭三 岡山 投魂会 16 境港 マコガレイ 40.5 1 鳥取県 境港市 外江

37 池内　一敬 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 30 興居島 マコガレイ 40.4 1 愛媛県 松山市 由良町

38 田中　初幸 兵庫 阪神サ－フ 11 淡路島 マコガレイ 40.3 3 兵庫県 南淡路市 福良

39 下村　勝 徳島 徳島キャスターズクラブ 26 徳島 マコガレイ 40.3 2 徳島県 鳴門市 撫養川

40 横手　三偉 千葉 千葉サーフ 4 小名浜 マコガレイ 40.3 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

41 古川　克則 岡山協会 TEAM遊 16 境港 マコガレイ 40.2 2 鳥取県 境港市 外江

42 田口　美帆 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 40.0 3 愛知県 田原市 西浜

43 薄田　健吾 大阪 サーフ・エトワール 15 鳥取東部 イシガレイ 40.0 2 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町橋津

44 柳澤雅樹 兵庫 但馬豊岡サーフ 13 香住 イシガレイ 40.0 1 兵庫県 香美町 香住区余部

44 島谷 尚吾 備後協会 尾道磯釣サーフ 20 尾道 マコガレイ 40.0 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根

44 山口　昌人 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 30 興居島 マコガレイ 40.0 1 愛媛県 松山市 由良町

47 大野　孝広 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 39.7 6 宮城県 石巻市 渡波

本賞の部2ページ



会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

順位 参加者名 協会名 総匹数
釣　　り　　場

ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸

48 吉永　順一 広島協会 広島サーフ 22 柳井 マコガレイ 39.6 1 山口県 柳井市 野島

49 太田　孝四郎 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 39.5 2 宮城県 石巻市 長面浦

50 池田　成寿 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マコガレイ 39.3 1 兵庫県 淡路市 津名

51 村田　悟 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マコガレイ 39.1 1 兵庫県 淡路市 野島

51 田中弘之 岡山 岡山ロイヤルサーフ 28 今治 マコガレイ 39.1 1 愛媛県 松山市 大浦

53 杉原　　彰 大分 大分サーフ ３６ 臼杵 マコガレイ 39.0 2 大分県 佐伯市 番匠川

54 高須賀　幸彦 広島協会 広島釣趣会 22 柳井 イシガレイ 39.0 1 山口県 大島郡周防大島町筆先

54 永沢　弘雄 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 マコガレイ 39.0 1 徳島県 鳴門市 岡崎

54 竹田 洋二 愛媛協会 長浜サーフ 31 長浜 マコガレイ 39.0 1 愛媛県 伊予市 双海町富貴

57 安海　優 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 その他のカレイ38.9 1 宮城県 石巻市 渡波

58 中島　　栄 中部 東海サーフ 6 能登 イシガレイ 38.8 3 石川県 七尾市 能登島

59 穴澤　繁 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 38.7 2 宮城県 石巻市 渡波

60 井上 文雄 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 マコガレイ 38.7 1 香川県 丸亀市 広島

60 土屋　敏幸 備後協会 尾道釣友会 20 尾道 マコガレイ 38.7 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根

62 中村　真宏 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 38.5 3 愛知県 田原市 中山

63 岩部 浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 マコガレイ 38.5 2 香川県 丸亀市 広島

64 東海林　拓実 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 その他のカレイ38.5 1 宮城県 石巻市 尾崎

65 藤岡　良紹 三重 鈴鹿サーフ 6 能登 イシガレイ 38.4 2 石川県 七尾市 能登島

66 下本　友一 広島協会 音戸サーフ 21 呉 マコガレイ 38.2 7 広島県 呉市 音戸町高須

67 木村春男 宮城協会 仙台青葉サーフ 3 石巻 イシガレイ 38.2 2 宮城県 雄勝町 波板

67 柳田　忠 岡山 岡山グリーンキャスターズ 16 境港 イシガレイ 38.2 2 島根県 松江市 森山

69 松井　通浩 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 38.0 18 愛知県 田原市 西浜

70 山下太朗 愛媛協会 松山フィッシング 29 松山 イシガレイ 37.9 1 愛媛県 松山市 土手内

71 竹田　剛 備後協会 岡本サーフ 20 尾道 マコガレイ 37.7 1 愛媛県 今治市 大三島町鏡

72 中村正範 北九州 小倉メゴチサーフ 33 福岡 イシガレイ 37.6 1 福岡県 福岡市東区 大岳
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73 野尻　勇 北陸 石川投友会 6 能登 マコガレイ 37.5 3 石川県 七尾市 鵜浦

74 斉藤　努 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 37.5 1 愛知県 田原市 西浜

74 松田　真次 三重協会 松阪サーフ 9 伊勢 マコガレイ 37.5 1 三重県 鳥羽市 桃取

74 山淵　猛志 愛媛協会 Ｔ－ＣＬＵＢⅡ 29 松山 マコガレイ 37.5 1 愛媛県 松山市 粟井坂

77 木村　正雄 中部 中京サーフ 6 能登 イシガレイ 37.4 4 石川県 七尾市 能登島鴫島

78 松下　典憲 兵庫 レインボーキャスターズ 12 明石 マコガレイ 37.3 4 兵庫県 明石市 藤江

79 伊藤　洋治 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 37.0 17 愛知県 田原市 小中山

80 松長和浩 愛媛協会 楽釣会 29 松山 マコガレイ 37.0 2 愛媛県 松山市 高浜一丁目

81 河辺　和敏 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 37.0 2 愛知県 田原市 西浜

82 遠藤　守 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 37.0 1 宮城県 石巻市 渡波

82 奥田　將平 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 37.0 1 愛知県 田原市 西浜

84 広瀬　　晃 徳島 徳島キャスターズクラブ 26 徳島 マコガレイ 36.8 3 香川県 高松市 サンポート高松

85 横山　浩二 広島協会 呉投友会 21 呉 マコガレイ 36.7 3 広島県 呉市 音戸町高須

86 松井大和 愛媛協会 松山フィッシング 29 松山 マコガレイ 36.7 2 愛媛県 今治市 葉山

87 野口　博之 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 36.6 2 兵庫県 加古市 古宮

88 前田昌隆 兵庫 神戸布引サーフ 11 淡路島 マコガレイ 36.4 2 兵庫県 淡路市 佐野

89 石川祐深 愛媛協会 西条プリマサーフ 28 今治 マコガレイ 36.0 2 愛媛県 今治市 天保山蒼社川川口砂置場

90 玉置　公正 愛媛協会 西四国サーフ 30 興居島 マコガレイ 35.6 1 愛媛県 松山市 門田町

91 森本 富君子 東京 シーガルフィッシング 8 伊良湖 マコガレイ 35.5 2 愛知県 田原市 西浜

92 小林　良雄 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 35.5 1 愛知県 田原市 西浜

93 住川英光 岡山 投魂会 16 境港 マコガレイ 35.4 1 鳥取県 境港市 外江

93 下浦　輝明 大阪 大阪釣友サーフ 26 徳島 イシガレイ 35.4 1 徳島県 鳴門市 大桑島

95 今村好博 北海道 札幌サーフ 1 道央 クロガシラ 35.3 1 北海道 苫小牧市 一本防波堤

96 加藤芳幸 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 35.2 2 宮城県 石巻市 渡波

97 山本　勝宣 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 マコガレイ 35.1 1 徳島県 鳴門市 岡崎
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98 長谷部　悦次 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 35.0 4 愛知県 田原市 西浜

99 中川　敬夫 東京 シーガルフィッシング 8 伊良湖 イシガレイ 35.0 3 愛知県 田原市 西浜

100 表　芳彦 備後協会 岡本サーフ 20 尾道 マコガレイ 35.0 1 愛媛県 今治市 大三島町やぶの下

101 沢田　孝治 大阪 大阪アングラーズ 16 境港 マコガレイ 34.8 1 鳥取県 境港市 外江

102 井上　浩太 東京 シーガルフィッシング 8 伊良湖 イシガレイ 34.6 10 愛知県 田原市 中山

103 竹内　義博 広島協会 廿日市サーフ 22 柳井 マコガレイ 34.6 1 山口県 熊毛郡上関町 室津

104 木口　宗治 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 マコガレイ 34.3 1 宮城県 石巻市 渡波

104 朝倉　昌弘 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 34.3 1 愛知県 田原市 西浜

104 山下　暁生 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 34.3 1 香川県 丸亀市 本島

107 宇佐美信 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 マコガレイ 34.2 1 宮城県 石巻市 渡波

108 和田　拓也 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 マコガレイ 34.1 3 徳島県 鳴門市 西条

109 西山　浩一 兵庫 神戸中央ｻｰﾌ 12 明石 マコガレイ 34.1 2 兵庫県 加古市 播磨町望海公園

110 森本　光彦 東京 シーガルフィッシング 8 伊良湖 イシガレイ 34.0 7 愛知県 田原市 西浜

111 大平 研治 備後協会 府中サーフ 20 尾道 マコガレイ 34.0 2 広島県 尾道市 因島

112 小本　浩之 愛媛協会 ヤマキ爆釣会 3 石巻 その他のカレイ34.0 1 宮城県 石巻市 渡波

112 山本　繁樹 中部 中京サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 34.0 1 愛知県 田原市 小中山

112 藤田　宗徳 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 34.0 1 香川県 丸亀市 本島

115 加藤　健司 愛知 豊橋サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 33.8 2 愛知県 田原市 ゴルフ場前

115 松浦　繁幸 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 33.8 2 愛知県 田原市 西浜

117 山崎とみ子 大阪 OKAC 11 淡路島 マコガレイ 33.8 1 兵庫県 淡路市 大磯

117 三好　　力 山口 西京サーフ 25 防府 イシガレイ 33.8 1 山口県 防府市 向島

119 正野　明 徳島 徳島ひげサーフ 26 徳島 マコガレイ 33.7 3 徳島県 鳴門市 撫養川

120 東　　利通 兵庫 阪神サ－フ 11 淡路島 マコガレイ 33.7 1 兵庫県 淡路市 江崎

121 谷口　優 兵庫 和田宮サーフ 12 明石 マコガレイ 33.6 1 兵庫県 明石市 大蔵海岸
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121 宮本　　勉 徳島 悠友サーフ 26 徳島 マコガレイ 33.6 1 徳島県 鳴門市 撫養川

123 管藤　登 宮城協会 仙台青葉サーフ 3 石巻 マコガレイ 33.5 1 宮城県 石巻市 渡波

123 福田　順一 三重協会 志摩サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 33.5 1 愛知県 田原市 西浜

123 高田　一雄 広島協会 廿日市サーフ 22 柳井 マコガレイ 33.5 1 山口県 柳井市阿月町 竹の浦

123 青木　千恵子 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 マコガレイ 33.5 1 香川県 高松市 サンポート

123 吉田　朗 長崎協会 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ長崎 34 長崎南 イシガレイ 33.5 1 長崎県 島原市 宮の町

128 倉　正治 兵庫 神戸布引サーフ 12 明石 マコガレイ 33.4 2 兵庫県 明石市 二見町

129 桧垣哲也 愛媛協会 東予サーフ 28 今治 イシガレイ 33.4 1 愛媛県 今治市 菊間町浜

129 中井　孝光 愛媛協会 西四国サーフ 30 興居島 マコガレイ 33.4 1 愛媛県 松山市 門田町

131 西岡　義弘 兵庫 神戸中央ｻｰﾌ 6 能登 イシガレイ 33.3 1 石川県 七尾市 能登島

132 村田 正治 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 マコガレイ 33.3 5 香川県 丸亀市 広島

133 大石  富士夫 香川 香川ドリームサーフ 27 高松 マコガレイ 33.3 1 香川県 坂出市 番の州

134 別府　準 愛媛協会 三島サーフキャスティングクラブ28 今治 マコガレイ 33.2 2 愛媛県 今治市 天保山蒼社川川口砂置場

135 工藤　日出夫 兵庫 遊魚会 26 徳島 イシガレイ 33.2 1 徳島県 板野郡 長原

136 高本　照彦 山口 西京サーフ 25 防府 イシガレイ 33.1 1 山口県 防府市 佐波川河口

137 中村　亘司 大阪 大正サーフ 26 徳島 マコガレイ 33.1 1 徳島県 鳴門市 撫養川

137 田村　雅邦 愛媛協会 西四国サーフ 29 松山 マコガレイ 33.1 1 愛媛県 松山市 三津一文字

139 中井　　愈 中部 中京サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 33.0 2 愛知県 田原市 小中山

140 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 33.0 1 宮城県 石巻市 渡波

141 小請　秀司 広島協会 廿日市サーフ 22 柳井 マコガレイ 32.8 1 山口県 柳井市大島町 笠佐島

141 廣瀬　多賀樹 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 マコガレイ 32.8 1 徳島県 鳴門市 岡崎

143 原田 定保 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 マコガレイ 32.6 1 香川県 丸亀市 広島

144 安田　清人 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 その他のカレイ32.5 2 宮城県 石巻市 渡波

145 西川　裕二 三重 鈴鹿サーフ 6 能登 イシガレイ 32.2 4 石川県 七尾市 能登島箱名入江

146 岡沢　秀之 広島協会 えのみやサーフ 22 柳井 マコガレイ 32.5 3 山口県 柳井市 神代
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147 黒川　光廣 大分 大分サーフ ３６ 臼杵 マコガレイ 32.0 2 大分県 臼杵市 下ノ江

147 伊東　昭三 大分 大分サーフ ３６ 臼杵 マコガレイ 32.0 2 大分県 臼杵市 下ノ江

149 曽我　秀作 備後協会 岡本サーフ 20 尾道 マコガレイ 32.0 1 広島県 尾道市 因島市重井町

150 大津　寿彦 大阪 大阪アングラーズ 16 境港 マコガレイ 31.8 2 鳥取県 境港市 外江

151 濱本　昭洋 広島協会 呉キャスターズ 21 呉 マコガレイ 31.8 1 広島県 江田島市 沖美町高祖

152 平　　恭二 徳島 徳島キャスターズクラブ 26 徳島 マコガレイ 31.6 3 徳島県 鳴門市 高島

153 戒田　康輔 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 32 中島 マコガレイ 31.6 2 愛媛県 松山市 中島町　粟井

154 土居美明 岡山 岡山ロイヤルサーフ 18 下津井 マコガレイ 31.6 1 香川県 丸亀市 広島

154 岩間　正範 徳島 徳島鱗友サーフ 26 徳島 マコガレイ 31.6 1 徳島県 鳴門市 里浦海岸

156 田中　克典 備後協会 岡本サーフ 20 尾道 マコガレイ 31.5 2 愛媛県 今治市 大三島町井口

157 安藤　道人 愛媛協会 金亀サーフ 29 松山 マコガレイ 31.5 1 愛媛県 松山市 北条砂置場

158 藤田　浩一郎 岡山 北神サーフ 6 能登 イシガレイ 31.2 2 石川県 七尾市 能登島百万石町

159 藤岡　義彦 山口 周防サーフ 25 防府 イシガレイ 31.2 1 山口県 防府市 佐波川河口

160 伊藤あゆみ 岡山 吉備路釣好会 16 境港 マコガレイ 31.1 1 鳥取県 境港市 外江

161 六車　健一 大阪 長居フィッシングクラブ 26 徳島 マコガレイ 31.0 2 徳島県 鳴門市 明神

162 山下　貢 和歌山 サーフ紀州 14 和歌山 マコガレイ 31.0 1 大阪府 岬町 深日

163 北川　知 三重協会 三重サ－フ 9 伊勢 イシガレイ 30.8 2 三重県 明和町

164 村田　修 三重協会 松阪サーフ 9 伊勢 マコガレイ 30.6 1 三重県 鳥羽市 赤崎

165 南　勝 三重協会 北伊勢サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 30.5 5 愛知県 田原市 西浜

166 早坂　彩香 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 3 石巻 その他のカレイ30.5 3 宮城県 石巻市 尾崎

167 曽我部　奉剛 愛媛協会 西条フィッシャマン 28 今治 マコガレイ 30.5 1 愛媛県 今治市 波方町大角

168 佐々木　綾 徳島 徳島鱗友サーフ 26 徳島 マコガレイ 30.4 3 徳島県 徳島市 沖洲

169 有富　英博 山口 西京サーフ 25 防府 マコガレイ 30.4 1 山口県 山口市 秋穂小浜

170 犬飼　広達 愛知 愛知えのみやサーフ 8 伊良湖 イシガレイ 30.3 2 愛知県 田原市 小中山

171 澤田　栄二 大阪 関西投友釣クラブ 16 境港 マコガレイ 30.3 1 島根県 松江市 福浦
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172 高岡　直樹 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 30.2 6 兵庫県 加古市 古宮

173 高坂　茂 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 30.2 1 香川県 丸亀市 本島

173 森下 泰行 兵庫 阪神サ－フ 33 福岡 イシガレイ 30.2 1 福岡県 福岡市西区 唐泊

175 吉田　昭則 山口 西京サーフ 25 防府 マコガレイ 30.1 2 山口県 防府市 中関

176 村松　省吾 愛知 ぴんぎすさあふ 8 伊良湖 イシガレイ 30.0 5 愛知県 田原市 西浜

177 児玉　隼人 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 30.0 3 愛知県 田原市 小中山

177 浜原　博巳 広島協会 呉投友会 21 呉 マコガレイ 30.0 3 広島県 呉市 倉橋町大迫

179 西村亮作 岡山 岡山近海サ－フ 17 宇野 マコガレイ 30.0 1 香川県 直島町 向島

179 稲田安伸 大分 ダイナミックサーフ 35 国東 マコガレイ 30.0 1 大分県 国東市 姫島

181 宍戸浩二 北海道 札幌サーフ 1 道央 その他のカレイ29.8 1 北海道 門別 門別

181 桑島　誠 大阪 サーフ・スキッパーズ 16 境港 マコガレイ 29.8 1 鳥取県 境港市 外江

183 西田　昌富 兵庫 和田宮サーフ 12 明石 イシガレイ 29.7 2 兵庫県 神戸市 塩屋

184 伊藤　春雄 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 29.5 3 愛知県 田原市 西浜

185 沓名　　勉 中部 三河サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 29.5 1 愛知県 田原市 西浜

186 酒井　正強 北海道 はこだてサーフ 2 道南 マコガレイ 29.3 1 北海道 山越郡八雲町 ルコツ海岸

186 楠戸　竜也 三重協会 鈴鹿サーフ 16 境港 マコガレイ 29.3 1 鳥取県 境港市 外江

186 伊藤　孝保 山口 西京サーフ 25 防府 イシガレイ 29.3 1 山口県 防府市 向島

189 門田泰三 愛媛協会 道後サーフ 29 松山 マコガレイ 29.2 1 愛媛県 松山市 野忽那島

190 橋本　広志 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 29.1 3 兵庫県 明石市 二見町西二見

191 小山　実 岡山協会 岡山五月会サーフ 19 笠岡 マコガレイ 29.1 2 広島県 福山市 横島　横山海岸

192 筒井　茂 愛知 豊栄サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 29.0 11 愛知県 田原市 小中山

193 小澤　一隆 愛知 ぴんぎすさあふ 8 伊良湖 イシガレイ 29.0 8 愛知県 田原市 西浜

194 荒田由雄 北九州 福岡サーフ 36 臼杵 マコガレイ 29.0 3 大分県 臼杵市 板知屋

195 松永　徳幸 大阪 大阪アングラーズ 16 境港 マコガレイ 29.0 2 鳥取県 境港市 外江

196 安藤　喜夫 三重協会 北伊勢サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 29.0 1 愛知県 田原市 西浜
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197 中谷　正之 三重協会 松阪サーフ 9 伊勢 イシガレイ 29.0 1 三重県 鳥羽市 赤崎

198 大楽　幸三 山口 西京サーフ 22 柳井 マコガレイ 28.7 1 山口県 大島郡周防大島町外入

199 麻野　晋 大阪 大阪臥竜サーフ 11 淡路島 マコガレイ 28.6 1 兵庫県 淡路市 松帆

199 荒谷　ゆかり 島根 ＧＡＣサーフ 22 柳井 イシガレイ 28.6 1 山口県 岩国市由宇町 相地

201 廣瀨　喜久男 三重協会 北伊勢サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 28.5 2 愛知県 田原市 西浜

202 山田 淳 愛媛協会 長浜サーフ 31 長浜 マコガレイ 28.5 1 愛媛県 大洲市 長浜町今坊

203 谷本　一政 広島協会 呉投友会 21 呉 マコガレイ 28.4 1 広島県 呉市 音戸町鰯浜

204 矢田　朗 和歌山 和歌山サーフ 14 和歌山 マコガレイ 28.3 2 大阪府 岬町 谷川

204 大本　勝 広島協会 スワローＦＣ 21 呉 マコガレイ 28.3 2 広島県 呉市 倉橋町宇和木

206 前田　圭亮 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マコガレイ 28.0 1 兵庫県 淡路市 仮屋

207 浜岡和仁 愛媛協会 三島サーフキャスティングクラブ28 今治 マコガレイ 27.8 1 愛媛県 今治市 波方町

208 西野　豊 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 27.7 1 兵庫県 明石市 二見町西二見

209 熊井　昭信 愛知 ぴんぎすさあふ 8 伊良湖 イシガレイ 27.5 2 愛知県 田原市 西浜

210 友原　幸祐 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マコガレイ 27.5 1 兵庫県 淡路市 仮屋

211 田公　春男 広島協会 スワローＦＣ 21 呉 マコガレイ 27.4 3 広島県 江田島市 沖美町三高

212 松岡　邦興 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マコガレイ 27.4 2 兵庫県 淡路市 浦

213 萩原　浩 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 27.3 2 香川県 丸亀市 本島

214 佐野　望東士 香川 観音寺サーフ四季の会 27 高松 マコガレイ 27.2 1 香川県 高松市 江の浜漁港

215 北村　一人 大阪 OKAC 16 境港 マコガレイ 27.0 1 鳥取県 境港市 昭和町

216 吉田　二久 大阪 長居フィッシングクラブ 26 徳島 マコガレイ 26.9 2 徳島県 鳴門市 明神

217 佐藤　英明 兵庫 和田宮サーフ 12 明石 マコガレイ 26.8 1 兵庫県 明石市 二見町南二見

218 籾木　竹志 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 26.5 1 香川県 丸亀市 本島

218 古賀　隆雄 岡山 倉敷サーフ 18 下津井 マコガレイ 26.5 1 岡山県 倉敷市 王子が岳

220 新里　綾子 大阪 大阪臥竜サーフ 11 淡路島 マコガレイ 26.3 1 兵庫県 淡路市 松帆

220 三宅　克伺 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 26.3 1 兵庫県 加古市 二見町東二見
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222 西郷　景信 兵庫 三ツ星サーフＣ.Ｃ 12 明石 マコガレイ 26.1 1 兵庫県 明石市 林崎

222 山本　和雄 和歌山 サーフ紀州 14 和歌山 マコガレイ 26.1 1 大阪府 岬町 谷川

224 駒村　道彦 大阪 高槻サーフ 16 境港 マコガレイ 25.8 2 鳥取県 境港市 花町

225 今川　充広 兵庫 龍野ｻｰﾌc.c 15 鳥取東部 マコガレイ 25.7 1 鳥取県 鳥取市 青谷町夏泊

226 佐々木　信弘 広島協会 呉サーフ 21 呉 マコガレイ 25.6 1 広島県 江田島市 江田島町幸ノ浦

227 白井　靖浩 愛知 豊橋サーフ 8 伊良湖 イシガレイ 25.5 2 愛知県 田原市 伊良湖町

228 松宗　憲彦 大阪 アワジフィッシングクラブ 4 小名浜 マコガレイ 25.5 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

228 大橋　政夫 兵庫 神戸パルＦＣ 12 明石 マコガレイ 25.3 1 兵庫県 明石市 二見町東二見

228 中島康彦 北九州 福岡サーフ 33 福岡 マコガレイ 25.3 1 福岡県 糸島市 西ノ浦

231 石井克彦 兵庫 神戸布引サーフ 11 淡路島 マコガレイ 25.2 1 兵庫県 淡路市 佐野

232 高倉　雅典 大阪 サーフ・スキッパーズ 7 三浦 マコガレイ 25.1 1 神奈川県 横須賀 観音崎

232 北野信明 北九州 小倉メゴチサーフ 33 福岡 イシガレイ 25.1 1 福岡県 福岡市東区 大岳
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会場 釣魚 基準
ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地名

1 齋藤　遼 島根 出雲おろちサーフ 23 浜田 ヒラメ 69.2 60 1.153 3 島根県 益田市 大浜港

2 井上　輝美 大阪 滋賀投友会 19 笠岡 コブダイ 82.6 75 1.101 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

3 菊池修 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 45.4 45 1.009 5 北海道 室蘭市 マスイチ

4 末井　雅男 大阪 レインマンサーフ 15 鳥取東部 マゴチ 65.1 65 1.002 1 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

5 大西勇輝 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 44.6 45 0.991 5 北海道 室蘭市 マスイチ

6 藤原忠則 岡山 投魂会 12 明石 コブダイ 73.0 75 0.973 1 兵庫県 淡路市 岩屋

7 大住　和道 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 ヒラメ 58.2 60 0.970 2 香川県 高松市 新北町

8 原田　隆行 岡山協会 恵比寿サーフ 19 笠岡 イシダイ 48.3 50 0.966 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

9 片岡　洋次朗 大阪 滋賀投友会 31 長浜 イトヨリダイ 43.0 45 0.956 3 愛媛県 宇和島市 魚泊

10 大内一程 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 42.5 45 0.944 4 北海道 登別市 鷲別崎

11 金澤修司 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 42.4 45 0.942 5 北海道 室蘭市 トッカリショ

12 大宮　弘勝 大阪 滋賀投友会 31 長浜 イトヨリダイ 41.7 45 0.927 8 愛媛県 宇和島市 魚泊

13 佐藤孝志 北海道 ＳＣ抜投会 1 道央 ギスカジカ 41.2 45 0.916 2 北海道 室蘭市 チャラツナイ

14 龍　健二 長崎協会 インターナショナル長崎34 長崎南 ヘダイ 50.1 55 0.911 15 長崎県 南島原市 布津

15 板垣　達哉 大阪 サーフ・エトワール 1 道央 ギスカジカ 40.8 45 0.907 1 北海道 登別市 冨浦

16 矢野　勝彦 徳島 徳島鱗友サーフ 26 徳島 コブダイ 67.5 75 0.900 1 徳島県 鳴門市 里浦海岸

17 山口　   徹 東京 投狂ＣＯＭ－ＭＩＸ 7 三浦 カワハギ 31.0 35 0.886 2 神奈川県 横須賀 久里浜堤防

18 長谷川　裕二 岡山協会 恵比寿サーフ 19 笠岡 クロダイ 48.6 55 0.884 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

19 杉原 茂樹 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 キジハタ 43.7 50 0.874 2 香川県 丸亀市 広島

20 坂下敦仁 北海道 ＳＣ抜投会 1 道央 ギスカジカ 39.0 45 0.867 1 北海道 室蘭市 チャラツナイ

20 濱谷薫 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 39.0 45 0.867 1 北海道 登別市 鷲別崎

20 田中祐宜 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 39.0 45 0.867 1 北海道 登別市 鷲別崎

23 大野　健太郎 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 ヒラメ 52.0 60 0.867 3 徳島県 板野郡 今切川

24 尾崎　弘幸 香川 高松サーフ 27 高松 コイチ 47.6 55 0.865 2 香川県 高松市 本津川

釣り場
順位 参加者名 協会名

第111回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表 　（他魚の部）

魚名クラブ名 会場名 ポイント 総匹数
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会場 釣魚 基準
ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地名

釣り場
順位 参加者名 協会名 魚名クラブ名 会場名 ポイント 総匹数

25 髙木　寛 大阪 大阪サーフ 4 小名浜 ヒラメ 51.5 60 0.858 1 福島県 いわき市 小名浜港2号埠頭

26 秋田弘司 北海道 はこだてサーフ 2 道南 アイナメ 47.0 55 0.855 3 北海道 函館市大澗町大澗漁港

27 藤川　隆功 広島協会 安芸サーフ 21 呉 マダイ 59.2 70 0.846 4 広島県 江田島市 沖美町美能

28 石丸　裕志 愛媛協会 Ｔ－ＣＬＵＢⅡ 31 長浜 イトヨリダイ 38.0 45 0.844 12 愛媛県 宇和島市 下波

29 宮崎　正信 山口 西京サーフ 3 石巻 アイナメ 46.4 55 0.844 4 宮城県 石巻市 渡波

30 岡本　年彦 島根 出雲おろちサーフ 23 浜田 イシダイ 41.3 50 0.826 4 島根県 浜田市 矢箆島

31 菅　孝太郎 北陸 岩瀬釣友会 6 能登 スズキ 70.0 85 0.824 2 石川県 輪島市 渋田町

32 平田 幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 18 下津井 マダイ 56.8 70 0.811 2 香川県 丸亀市 広島

32 木下　豊裕 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 コイチ 44.6 55 0.811 2 香川県 高松市 本津川

34 高見　茂 兵庫 龍野ｻｰﾌc.c 13 香住 マダイ 56.6 70 0.809 7 兵庫県 香美町 三田浜

35 河田尚一 岡山 岡山近海サ-フ 17 宇野 ニベ 44.5 55 0.809 10 香川県 直島町 家島

35 柳田　英憲 広島協会 スワローＦＣ 21 呉 カワハギ 28.3 35 0.809 10 広島県 呉市 倉橋町早瀬

37 山科　佳則 和歌山 サーフ紀州 14 和歌山 ヘダイ 44.2 55 0.804 2 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

38 小川 伸吾 備後協会 尾道磯釣サーフ 20 尾道 カワハギ 28.1 35 0.803 6 広島県 尾道市 瀬戸田町高根

39 尾崎 哲弘 愛媛協会 長浜サーフ 31 長浜 カワハギ 28.1 35 0.803 3 愛媛県 大洲市 長浜町拓海

40 佐伯　和俊 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 マゴチ 52.2 65 0.803 1 兵庫県 南淡路市 阿万

41 上村　浩司 広島協会 広島ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰｽﾞ 22 柳井 クロダイ 44.0 55 0.800 1 山口県 柳井市阿月町相ノ浦

42 長谷川　靖之 大阪 アワジフィッシングクラブ4 小名浜 クロソイ 35.9 45 0.798 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

43 新開　泰行 岡山協会 恵比寿サーフ 19 笠岡 コブダイ 59.8 75 0.797 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

44 山本　雅之 広島協会 呉キャスターズ 21 呉 クロダイ 43.8 55 0.796 3 広島県 呉市 倉橋町唐船浜

45 田中義政 北九州 門司サーフ 33 福岡 マゴチ 51.7 65 0.795 1 福岡県 福岡市東区 大岳

46 山崎孝志 岡山 岡山近海サ-フ 17 宇野 クロダイ 43.5 55 0.791 10 香川県 直島町 向島

47 中田　宏 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ3 石巻 アイナメ 43.1 55 0.784 2 宮城県 石巻市 長面浦

48 杉本  義徳 三重協会 四日市サーフ 9 伊勢 クロダイ 43.0 55 0.782 7 三重県 伊勢市 二見　江

49 田中　修 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 コイチ 43.0 55 0.782 1 香川県 高松市 本津川

50 濱田　公彦 愛媛協会 金亀サーフ 29 松山 カワハギ 27.3 35 0.780 9 愛媛県 松山市 北条辻

51 森西　昭二 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 コイチ 42.5 55 0.773 1 香川県 高松市 本津川
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会場 釣魚 基準
ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地名

釣り場
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52 井上利治 大分 ダイナミックサーフ 35 国東 クロダイ 42.5 55 0.773 5 大分県 国東市 姫島

53 吉田　元明 愛媛協会 松山リールクラブ 30 興居島 カワハギ 26.9 35 0.769 8 愛媛県 松山市 門田町

54 堀田　公康 広島協会 呉キャスターズ 21 呉 マゴチ 49.3 65 0.758 1 広島県 呉市 倉橋町上脇

54 森田　整 香川 高松サーフ 27 高松 コイチ 41.7 55 0.758 1 香川県 高松市 本津川

56 竹内　先 大阪 大阪釣友サーフ 10 熊野 ヒラメ 45.4 60 0.757 1 三重県 紀北町 海山区　引本

57 田所  映夫 愛媛協会 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 29 松山 カワハギ 26.5 35 0.757 4 兵庫県 淡路市 生穂

58 岩本　利彦 大阪 サーフ・スキッパーズ 11 淡路島 コブダイ 56.8 75 0.757 1 愛媛県 松山市 北条鹿島一文字

59 野中　賢二 愛媛協会 松山サーフ 30 興居島 カワハギ 26.4 35 0.754 10 愛媛県 松山市 門田町

60 松原　宏之 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 クロダイ 41.3 55 0.751 1 兵庫県 南淡路市 阿万

61 西中秀昭 北九州 小倉メゴチサーフ 24 下関 シロギス 26.2 35 0.749 9 山口県 下関市 豊北町粟野

62 田中　幸紀 東京 投狂ＣＯＭ－ＭＩＸ 7 三浦 カワハギ 26.2 35 0.749 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

62 福永　一孝 岡山協会 恵比寿サーフ 19 笠岡 マゴチ 48.7 65 0.749 1 山口県 下関市 豊北町粟野

62 新矢　雄二 愛媛協会 松山リールクラブ 29 松山 カワハギ 26.2 35 0.749 1 愛媛県 松山市 北条鹿島一文字

62 平井　行治 岡山協会 恵比寿サーフ 16 境港 シロギス 26.0 35 0.743 1 鳥取県 境港市 渡漁港

62 小野　晃広 備後協会 福山サーフ 20 尾道 シロギス 26.0 35 0.743 1 広島県 尾道市 瀬戸田町高根

67 亀田　智浩 東京 江戸前サーフ 7 三浦 ヒラメ 44.5 60 0.742 1 神奈川県 横須賀 野島沖堤防

68 三好　建史 愛媛協会 松山リールクラブ 31 長浜 ワニエソ 48.0 65 0.738 12 愛媛県 愛南町 深浦

69 渡辺　哲也 愛媛協会 四国投友会 28 今治 クロダイ 40.3 55 0.733 11 兵庫県 淡路市 野島

70 中岡　亮 広島協会 広島ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰｽﾞ 21 呉 マダイ 51.3 70 0.733 5 広島県 江田島市 沖美町岸根

71 高橋　孝司 兵庫 西宮天狗クラブ 12 明石 スズキ 62.3 85 0.733 1 愛媛県 今治市 宮窪町志津見

72 土井　公明 島根 出雲おろちサーフ 23 浜田 キジハタ 36.5 50 0.730 1 島根県 浜田市 矢箆島

73 青木　定信 香川 香川鱗友サーフ 27 高松 クロダイ 39.2 55 0.713 1 香川県 高松市 サンポート

74 大鷹　秀寿 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ3 石巻 アイナメ 39.0 55 0.709 1 宮城県 石巻市 尾崎

75 小池　勝 島根 ＧＡＣサーフ 22 柳井 クロダイ 38.6 55 0.702 7 山口県 岩国市由宇町神代相地

76 柴田　知久 北海道 はこだてサーフ 2 道南 アイナメ 38.5 55 0.700 1 北海道 函館市大澗町大澗漁港

76 貝原常康 岡山協会 岡山五月会サーフ 19 笠岡 クロダイ 38.5 55 0.700 1 広島県 福山市 田島幸崎

78 高橋栄治 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 アイナメ 38.3 55 0.696 5 宮城県 石巻市 渡波
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79 磯部  幹雄 三重協会 四日市サーフ 9 伊勢 クロダイ 38.0 55 0.691 6 三重県 伊勢市 二見　江

80 大橋　　進 中部 東海サーフ 6 能登 アイナメ 37.7 55 0.685 1 石川県 七尾市 能登島

81 田口　辰男 北陸 能登中央サーフ 6 能登 クロダイ 37.5 55 0.682 10 石川県 七尾市 能登島

82 蔦　一二一 広島協会 広島リールクラブ 21 呉 キチヌ 37.4 55 0.680 4 広島県 広島市 西区観音新町1丁目

83 木藤　崇史 広島協会 えのみやサーフ 3 石巻 アイナメ 37.0 55 0.673 13 宮城県 石巻市 渡波

84 浅利　哲雄 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ3 石巻 アイナメ 37.0 55 0.673 6 宮城県 石巻市 渡波

85 日下　直 宮城協会 東北サーフ 3 石巻 アイナメ 36.7 55 0.667 7 宮城県 石巻市 渡波

86 小松　一也 岡山協会 TEAM遊 16 境港 クロソイ 30.0 45 0.667 4 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

87 皆川　和則 大阪 アワジフィッシングクラブ4 小名浜 アイナメ 36.7 55 0.667 1 鳥取県 境港市 外江

88 西川国美 北九州 飛幡サーフ 33 福岡 マダイ 46.0 70 0.657 10 長崎県 松浦市 福島塩浜

89 岩本　浩 三重協会 熊野サーフ 10 熊野 キチヌ 35.9 55 0.653 3 三重県 紀宝町 熊野川

90 佐橋　富清 中部 東海サーフ 6 能登 アイナメ 35.6 55 0.647 4 石川県 七尾市 能登島

91 下居　正宣 広島協会 広島サーフ 22 柳井 ヘダイ 35.5 55 0.645 8 山口県 柳井市 笠佐島

92 吉村　久夫 大阪 滋賀投友会 6 能登 マエソ 41.3 65 0.635 1 石川県 七尾市 能登島鴫島入江

93 木村　光盛 長崎協会 あじさいサーフ 34 長崎南 クロダイ 34.7 55 0.631 2 長崎県 島原市 島原漁協前

94 倉田明 兵庫 塚口篠竿友会 26 徳島 アイナメ 34.2 55 0.622 2 徳島県 鳴門市 粟津離岸堤

95 岡本和俊 大分 ダイナミックサーフ 36 臼杵 マゴチ 40.3 65 0.620 3 大分県 大分市 佐賀関

96 清塚　聡史 東京 投狂ＣＯＭ－ＭＩＸ 4 小名浜 マダイ 43.3 70 0.619 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

97 堤　信行 広島協会 廿日市サーフ 22 柳井 クロダイ 34.0 55 0.618 6 山口県 岩国市由宇町神代

98 矢野　圭延 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 アイナメ 34.0 55 0.618 3 徳島県 徳島市 薬師裏

99 有光　伸悟 大阪 北斗サーフ 14 和歌山 トカゲエソ 40.1 65 0.617 1 和歌山県 由良町 衣奈

100 塚本清二郎 兵庫 塚口篠竿友会 26 徳島 マゴチ 40.0 65 0.615 1 徳島県 鳴門市 粟津離岸堤

101 三浦 総三郎 愛媛協会 松山リールクラブ 29 松山 クロダイ 33.4 55 0.607 2 愛媛県 松山市 北条柳原

102 中山和宏 岡山 投魂会 12 明石 スズキ 51.0 85 0.600 1 兵庫県 明石市 林崎

103 谷　太郎 愛知 ぴんぎすさあふ 8 伊良湖 アイナメ 32.6 55 0.593 2 愛知県 田原市 西浜

104 鈴木維人 宮城協会 仙台青葉サーフ 3 石巻 アイナメ 32.5 55 0.591 11 宮城県 石巻市 渡波

105 坂東敏幸 愛媛協会 長浜サーフ 31 長浜 ワニエソ 38.0 65 0.585 2 愛媛県 大洲市 長浜町
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106 下城　一夫 大分 大分サーフ ３６ 臼杵 キチヌ 32.0 55 0.582 2 大分県 佐伯市 番匠川

107 上林　一 大阪 高槻サーフ 16 境港 アイナメ 31.2 55 0.567 8 鳥取県 米子市

108 北見　寿昭 千葉 羽衣サーフ 5 富津 アイナメ 31.1 55 0.565 2 千葉県 富津市 富津新港

109 井口　芳之 大阪 ヤングサーフ 13 香住 マダイ 39.3 70 0.561 3 兵庫県 新温泉町 諸寄

110 経ヶ阪　俊彦 兵庫 神戸投翔会 11 淡路島 アイナメ 30.8 55 0.560 1 兵庫県 淡路市 久留間

111 野上　竜男 愛知 豊橋サーフ 6 能登 クロダイ 30.7 55 0.558 6 石川県 七尾市 能登島鴫島入江

112 山口 正博 山口 西京サーフ 3 石巻 アイナメ 30.6 55 0.556 3 宮城県 石巻市 渡波

113 内藤　三平 千葉  ＮＦＣサーフ 6 能登 マエソ 35.3 65 0.543 8 石川県 七尾市 能登島南

114 沢木　孝 大阪 西大阪サーフ 26 徳島 トカゲエソ 35.2 65 0.542 1 徳島県 板野郡 今切川

115 服部康司 北九州 福岡サーフ 33 福岡 トカゲエソ 35.1 65 0.540 5 佐賀県 唐津市 肥前町星賀

116 土上　頼成 北陸 能登中央サーフ 6 能登 マダイ 37.6 70 0.537 7 石川県 七尾市 能登島

117 永松美智也 大分 ダイナミックサーフ 35 国東 マダイ 34.0 70 0.486 7 大分県 国東市 姫島

118 菅原　正典 大阪 滋賀投友会 4 小名浜 マダイ 33.8 70 0.483 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

119 澤田　信也 東京 投狂ＣＯＭ－ＭＩＸ 4 小名浜 マダイ 33.6 70 0.480 1 福島県 いわき市 小名浜港沖堤

120 白石　智也 広島協会 呉サーフ 21 呉 マダイ 31.3 70 0.447 8 広島県 江田島市 江田島町幸ノ浦

121 藤嶋　浩規 広島協会 広島釣趣会 22 柳井 マダイ 30.1 70 0.430 1 山口県 下松市 笠戸島
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会場
№

会場名
クラ
ブ数

人数
クラ
ブ数

人数 A B C D
小
計

A B C D 特
小
計

合計

1 道央 5 24 5 20 2 2 3 5 1 9 11

2 道南 2 11 2 10 2 1 3 1 1 2 5

3 石巻 9 51 8 46 15 3 3 2 23 7 1 1 9 32

4 小名浜 12 32 10 29 12 5 1 1 19 3 1 1 1 6 25

5 富津 2 8 2 7 0 1 1 1

6 能登 13 38 12 30 7 1 8 6 1 1 8 16

7 三浦 7 12 7 9 0 2 1 2 5 5

8 伊良湖 11 58 11 54 37 3 1 41 3 2 5 46

9 伊勢 6 27 6 24 3 3 1 1 2 5

10 熊野 3 10 3 9 0 1 1 2 2

11 淡路島 20 98 19 85 5 2 1 8 1 1 1 1 4 12

12 明石 15 66 14 60 9 3 12 2 2 1 5 17

13 香住 7 32 7 23 1 1 1 1 2 3

14 和歌山 7 43 7 36 0 2 2 2

15 鳥取東部 7 25 6 20 1 1 2 1 1 3

16 堺港 16 67 18 52 6 3 1 10 2 1 2 1 6 16

17 宇野 2 10 2 9 1 1 3 3 4

18 下津井 3 20 3 17 8 8 1 1 2 10

19 笠岡 3 17 3 13 0 1 2 1 3 7 7

20 尾道 7 23 7 23 6 1 7 1 1 2 9

21 呉 10 40 10 37 12 12 8 4 2 14 26

22 柳井 12 43 12 36 10 10 7 5 1 13 23

23 浜田 3 7 3 6 0 1 2 3 3

24 下関 4 21 3 13 1 1 0 1

25 防府 2 19 2 15 5 1 6 0 6

26 徳島 19 98 19 84 14 2 16 4 1 1 6 22

27 高松 4 21 4 20 3 3 1 5 3 9 12

本　　賞　　の　　部

第111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

16 ページ



会場
№

会場名
クラ
ブ数

人数
クラ
ブ数

人数 A B C D
小
計

A B C D 特
小
計

合計

本　　賞　　の　　部

第111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

28 今治 11 32 10 26 5 5 1 1 6

29 松山 11 32 10 31 6 2 8 4 4 12

30 興居島 4 20 4 19 2 3 5 2 2 7

31 長浜 4 12 4 11 1 1 1 2 3 4

32 中島 2 7 2 5 2 2 0 2

33 福岡 7 30 7 19 2 2 1 1 1 3 5

34 長崎南 4 19 4 17 1 1 3 1 1 5 6

35 国東 2 8 1 5 1 1 1 1 2 3

36 臼杵 3 21 3 14 3 1 4 2 2 6

259 1102 250 934 179 34 9 3 0 225 68 41 24 4 13 150 375
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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）

1 道央 北海道 SC抜投会 佐藤孝志 曇り 強 中

全体的に各釣り場は風が１０ｍほどあり、気温は１～３℃しかなく、雪も降る中での厳しい釣行だった。

2 道南 北海道 はこだてサーフ 秋田弘司 曇り 強 中

数日間続く悪天候、釣場探しに翻弄された道南会場。何とか悪天候の影響の少ない場所で竿を出すが潮の
影響なのか朝方釣れただけで終わった。

3 石巻 宮城協会 仙台青葉サーフ 木村春男 曇り 強 中

今回の全カレイは当日から２日３日前に、５３センチ、５４,㎝５５㎝と最高かと思いきや、本番は下降ぎみの
釣果となりちょっと残念な気もしましたが久々の優勝魚が出て結果良しでした。当日は大変な強風が吹き荒
れ、場所によっては三脚ごと竿が飛ばされる状況の中、何よりも皆さんが頑張ってくれた事に感謝します。

4 小名浜 千葉 千葉サーフ 坂井勇二郎 曇り 強 小

朝のうちは穏やかだったが、9時ごろより強風となり、かなり釣りづらかった。本賞8人、他魚6人の提出があ
り、約半数が釣果なしだった。マコガレイの超50㎝が出て、会場として大変喜ばしいことだ。

5 富津 千葉 　羽衣サーフ 杉野　宏 快晴 微風 穏やか

２クラブ、８名のエントリーで、少し寂しい会場となりました。
微風、快晴で絶好のコンディションで、釣果を期待しましたが、審査結果はアイナメA１だけでした。台風１５
号の影響で、富津周辺の海岸や、港は流木や、ゴミが散乱し釣り場にも苦労しましたが、事故もなく無事終
了することができました。
来年も会場の継続を期待する声もありましたので、是非、エントリーをお願いします。

6 能登 北陸 石川投友会 髙木達夫 晴れ 弱 穏やか
当会場の受付は釣り場に近く参加者も多いので、受付時にくじ引きを行い車を並べています。
良い釣果の出るポイントも限られているので、くじ番が悪かった方は空いたポイントを捜すのに難儀したと思
います。スタート時の道中では霧も発生していたのですが、事故も無く全員無事に戻られた事はなによりで
した。

7 三浦 東京協会シーガルフィッシング 井上富浩 晴れ 弱 小

大会当日は、予報より風が弱く暖かい日和になりましたが、狙うカレイの反応は良くありませんでしたが、全
員無事に大会が終了した事に感謝致します。

8 伊良湖 愛知協会 ぴんぎすさあふ 熊井昭信 晴れ 中 中

参加者の半数近い方がバッチサイズを釣り上げており、一人で何枚も釣り上げている方が何人もいました。
天候は良かったのですが、風と波がやや強く、釣り易いコンディションではない中での釣果としては良かった
と思います。事故も無く無事に終われた事が何よりです。

9 伊勢 三重協会 三重サ－フ 野崎二六生 快晴 微風 穏やか

絶好の釣り日和に恵まれ、期待して釣り場に向かったのですが、伊勢湾周辺で最近、青物が爆釣している
ため、希望した取り場に入れず、釣果が伸びなかった

10 熊野 三重協会 熊野サ－フ 岩本浩 晴れ 中 小

PJお疲れ様です。カレイが釣れない地域なので他魚狙いで提出が2枚でした。また頑張ります。楽しく無事
に終えることができました。ありがとうございました。

11 淡路島 兵庫 神戸投翔会 佐伯和俊 晴れ 微風 穏やか

大会当日は、天気がよく釣り日よりでした大会参加者皆さんお疲れさまでした。怪我や事故なく無事に終了
しました、大会にご協力皆様ありがとうございました。

第111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
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12 明石 兵庫 三ツ星サーフ 薬師寺　定生 晴れ 弱 0.5ｍ

NO：12明石会場では11/17(日）神戸マラソン大会と重なり西は垂水区狩口信号（R2号線）から須磨区衣掛
町信号迄8：30～14:30まで道路規制がかかり審査会場より東側の釣りポイントは慎重な選択を余儀なくされ
参加者へ神戸マラソン注意パンフを作成配布。明石会場ではカレイ：全３１匹（提出16）、他魚：スズキ４匹・
コブダイ１匹（提出3）、カレイのBランクに参加者から歓声が・・・好天に恵まれた一日、実参加者６０名の無
事帰着確認をし終了、ご協力ありがとうございました。

13 香住 兵庫協会 但馬豊岡サーフ 寺下計利 晴れ 中 中

天気で波も1.5メートルと少し大きかったが、良い感じに思えたのですが、2.3日前から気温が下がったせいか
魚の活性が低かったようで、全体に魚が釣れなかったようでした。

14 和歌山 和歌山 サーフきのくに 笹本貴生 快晴 中 中

年々カレイは釣れなくなってきているが、今年は冷え込みが遅れたためより一層の貧果だった。他魚も不調
で唯一へダイのみが入賞しそう。

15 鳥取東部 鳥取協会 鳥取サーフ 山根　一則 晴れ 中 中

大会のカレイの情報があまりない中、天気に恵まれ釣り日和。しかし山陰のカレイは定番の釣り場にいまし
た。夏泊港と、橋津、泊港でカレイ及びマゴチの顔が見れました。これから冬の訪れと共にカレイが釣れだし
てほしいものです。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？

16 境港 岡山 岡山シースター 野崎　栄一 晴れ 弱 穏やか

絶好の釣り日和でした。カレイは釣れ始めたようです。カレイ、マゴチを両手に釣られる方が目立っていまし
た。境水道は朝まずめが潮止まりだったようでスズキは釣れていませんでした。

17 宇野 岡山 近海サ－フ 真鍋孝見 快晴 微風 穏やか

天気も良く、この時期にすれば、暖かく良い釣行でした。

18 下津井 岡山 倉敷サーフ 孝原　隆治 快晴 微風 穏やか

天気も良く、この時期にすれば、暖かく良い釣行でした。

19 笠岡 岡山協会 岡山五月会サーフ 貝原常康 晴れ 弱 穏やか

今年は好天に恵まれ皆さん楽しい釣りが出来、釣果は本賞の提出は少なかったものの、他魚はコブダイ等
の大物提出があった。
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。

20 尾道 備後協会 府中サーフ 内田 房治 晴れ 微風 穏やか

天候もよく釣り日和であったが、釣果は今一つでした。本賞はAランク6匹とBランク1匹、他魚はAランク1匹と
Bランク1匹でした。会場運営は参加者の協力もありスムーズに進めることが出来ました。
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21 呉 広島 呉投友会 横山　浩二 晴れ 微風 穏やか

天候には恵まれたが、カレイの釣果はいまいち。他魚もいつもならマダイのＤランクが出るが今回はなかっ
た。参考　実参加37名のうち審査票提出者は15人。

22 柳井 広島 広島釣趣会 高須賀幸彦 晴れ 弱 小

近年の温暖化のせいか海の温度はまだまだ下がっていないようだ。
当日の天気は良く釣りには絶好の状況のように見えたが、ｶﾚｲは少し早いのかなと思う釣果だった。
他魚にしても、例年ならC・Dランクも釣れても良い様なものだがこれも残念な結果だった。
来年の大会はいい釣果になればと思った一日でした。

23 浜田 島根協会 出雲おろちサーフ 岡本年彦 晴れ 弱 穏やか

数日前寒波到来で海上大時化・気温低下で大会当日の天候を心配しておりましたが、大会当日は急激な水
温低下もなく天候、海上共絶好の釣り日和となりました。釣果の方は、本賞は出ませんでしたが、まあまあ
な釣果だったと思います。無事事故も無く大会を終え良かったと思います！

24 下関 山口 関門サーフ 靏野　重光 快晴 微風 穏やか

快晴に恵まれて、釣り日和でしたが本省のカレイの姿は見れませんでした。来年の会場申請がちょっと心配
ですね！

25 防府 山口 周防サーフCC 藤岡義彦 晴れ 弱 穏やか

天気も良く気持ちの良い釣り日和だったが、今年も暖かい日が続いておりカレイシーズンも遅れているよう
で状況はあまり良くなく約半数がボウズとなってしまった。そんな中でも41.8㎝のイシガレイが出て盛り上
がった。

26 徳島 徳島協会 悠友サーフ 尾形　丹士 晴れ 弱 穏やか

最近好漁のニュースが流れており、天候にも恵まれたことから、好漁が期待された。ところが潮の動きが悪
かったのか、苦戦した参加者が多かった。実参加者84名の内本賞の審査を受けたのは17名と、近年では最
も少なかった。鳴門市鳴門町高島で43.6㎝のイシガレイを筆頭にいずれも30㎝オーバーを5枚釣っていたの
が目を引いた。本賞の審査を受けた１７人のうち１６名が３０㎝オーバーを釣り上げた。カレイの匹数は例年
より多いと思われることから、潮を見定めて釣行すれば、大いなる釣果が期待できる。シーズンはこれか
ら！ぜひ再挑戦していただきたいと思う。今年も多くの参加者に恵まれたことに感謝するとともに全員事故も
なく無事終えられたことをうれしく思う。

27 高松 香川 香川鱗友サーフ 青木定信 晴れ 弱 穏やか

快晴、風も弱く絶好の釣り日よりでしたがカレイはAランク3匹と型も小さく低調でした。他魚はヒラメCランク1
匹、マダイCランク1匹、コイチのB、Cランク5匹と好調に釣れました。参加者全員から釣り終了の報告あり大
会は無事終了しました。

28 今治 愛媛 三島サーフ 別府準 晴れ 微風 穏やか

絶好の釣日和であったが、まだ海水温が高いのか、例年に比べると不漁だった。参加会員の協力により、
事故もなく無事に終了できました。

29 松山 愛媛協会 道後サーフ 川東　靖 晴れ 弱 穏やか

天気も良く風も弱い気持ちのいい投げ釣り日和でした。事前の情報でカレイが遅れている感じとの事でやは
り苦戦をした方が多かったようです。審査魚もAランク6匹Bランク2匹で例年に比べ厳しいと感じます。松山
会場の参加者が年々減っている感じで少し寂しく感じています。

30 興居島 愛媛協会 松山サーフ 梅木正勝 晴れ 微風 穏やか

天候はよく穏やかな海況だったが年々カレイの数が減ってきている
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31 長浜 愛媛協会 長浜サーフ 山田　淳 晴れ 弱 穏やか

天気は最高だったが、水温が高いためｶﾚｲは２匹のみ。

32 中島 愛媛協会 松山キャスターズ 渡部　裕司 晴れ 微風 穏やか

　今年は、天気は最高に良かったが、水温が高く、例年にない貧果で審査も盛り上がらなかった。プロジェク
トの北海道協会さん本当いお世話になりました。

33 福岡 北九州 福岡サーフ 中島　康彦 晴れ 微風 穏やか

天候にも恵まれ絶好の釣り日和と思われたが、思ったほど潮動かず、朝方潮が動いたときに当たり多かっ
たようでですが、水温も高く、検量ではカレイ：４匹、他魚：３匹、と釣果的には今一つの状況。　　　とりあえ
ずは事故もなく無事終了でき有難うございました。

34 長崎南 長崎 あじさいサーフ 尾上　章司 晴れ 微風 穏やか

例年になく穏やかな絶好の釣り日和に恵まれましたが、まだ寒の入りが無くカレイ釣りというよりはシロギス
釣りと言った方が良いような一日でした。現にカレイは1匹のみ半数近くの人はシロギスが釣れておりまし
た。遠路はるばるお越しいただいた方がた、お疲れ様でした。釣果はあまり良く有りませんでしたが、事故も
なく終了出来たことに感謝しております。珍しい魚が釣れましたのでご紹介しておきます。ギマ　30.7㎝

35 国東 大分協会 ダイナミックサーフ 井上利治 晴れ 弱 穏やか

ここ数年例を見ない、穏やかな秋晴れの中の会場でした。カレイは1枚でしたが、事故も無く参加会員の皆
様のご協力の元、無事に終わることが出来ました。ありがとうございました。

36 臼杵 大分 大分サーフ 今宮　一彦 快晴 微風 穏やか

早朝は冷え込んだが、日中は快晴で風もなく釣り日和となった、本賞の部は全員の総引数が昨年よりやや
少なめであった。臼杵会場で1位となった三沢氏は検量開始前寸前にマコガレイ４１．５センチを釣り上げ
た。


