
■　日 　時：

■　場 　所：

■　対象魚：

■　参加人員：

■　大会ＰＴ：

【団体戦成績】

優　 勝＝ 西大阪サーフ １６３．６㎝

準優勝＝ 大正サーフ １４８．７㎝

第３位＝ 貝塚サーフ １４４．７㎝

魚名① 寸法 ㎝ 魚名② 寸法 ㎝

1 末井　雅男 レインマンサーフ マゴチ 63.0 クロダイ 48.9 111.9 境水道大橋下 境港

2 内山　聖往 西大阪サーフ クロダイ 46.2 アイナメ 37.5 83.7 姫路市飾磨 淡路

3 沢木　勝敏 西大阪サーフ ヒラメ 50.2 アイナメ 29.7 79.9 今切川 淡路

4 空山　佳弘 貝塚サーフ家族 マダイ 44.9 マダイ 31.2 76.1 白浜町 泉南

5 矢野　圭延 西大阪サーフ マコガレイ 41.3 キチヌ 34.4 75.7 今切川 淡路

6 山崎　とみ子 ＯＫＡＣ マコガレイ 38.5 クロダイ 37.0 75.5 境水道鬼太郎前 境港

7 勝田　光一 大正サーフ マコガレイ 39.5 アイナメ 35.5 75.0 鳴門市撫養川河口 鳴門

8 西岡　正和 大正サーフ キジハタ 38.5 キジハタ 35.2 73.7 小松島港えびす波止 鳴門

9 西橋　浩 なにわキャスターズクラブ キチヌ 41.1 ヒラメ 31.5 72.6 和歌山県 田辺港 中紀

10 廣瀬　多賀樹 西大阪サーフ クロダイ 45.7 カサゴ 25.6 71.3 姫路市飾磨 淡路

11 島岡　照男 東住吉サーフ マダイ 40.5 コイチ 30.5 71.0 浦神 熊野

12 和田　拓也 西大阪サーフ クロダイ 44.2 カサゴ 26.6 70.8 淡路市大磯 淡路

13 山下　幸治 貝塚サーフ アイナメ 34.4 キチヌ 34.2 68.6 紀ノ川、多奈川 泉南

14 太田　豊博 西大阪サーフ キチヌ 42.0 マコガレイ 26.4 68.4 淀川～岩屋 淡路

15 野村　道雄 貝塚サーフ クロダイ 43.9 クジメ 24.4 68.3 紀ノ川、みさき公園裏 泉南

16 阪田　正 長居フィッシングクラブ クロダイ 38.4 アイナメ 28.9 67.3 鳴門市北泊 鳴門

17 植木　長太郎 高槻サーフ アイナメ 38.1 マコガレイ 28.7 66.8 鳴門市岡崎海岸 鳴門

18 藤川　明 大正サーフ マコガレイ 38.9 アイナメ 27.4 66.3 小松島市和田島 鳴門

19 吉田　二久 長居フィッシングクラブ アイナメ 32.8 キチヌ 32.7 65.5 徳島県今切川河口と鳴門市高島 鳴門

20 大野　健太郎 西大阪サーフ キチヌ 37.4 アイナメ 27.5 64.9 今切川 淡路

21 杉野　建治 東大阪拓研サーフ マコガレイ 40.0 アイナメ 22.9 62.9 徳島県沖洲 鳴門

22 田中　速雄 大正サーフ アイナメ 37.5 カサゴ 24.6 62.1 小松島港えびす波止 鳴門

23 大内　秀夫 貝塚サーフ キチヌ 40.0 クジメ 21.9 61.9 紀ノ川、みさき公園裏 泉南

24 吉田　勝 高槻サーフ オオニベ 44.6 シロギス 17.1 61.7 七里御浜 熊野

25 長谷川　靖之 アワジフィッシングクラブ キチヌ 37.5 クロソイ 23.9 61.4 和歌山県 紀ノ川河口 中紀

26 澤田　栄二 関西投友釣クラブ キジハタ 31.4 マコガレイ 29.5 60.9 境水道 境港

27 寒川　保 鷺洲シルバーサーフ マコガレイ 39.4 カサゴ 21.2 60.6 徳島県阿南市豊浜 鳴門

28 清水　忠 北斗サーフ アイナメ 32.2 マコガレイ 27.8 60.0 鳴門市島向 鳴門

29 濱田　民生 貝塚サーフ キチヌ 39.0 クジメ 19.8 58.8 紀ノ川、みさき公園裏 泉南

30 中野　和展 大阪アングラーズ キジハタ 35.5 カサゴ 22.5 58.0 男鹿 境港

31 廣瀬　益美 大阪投友会 キチヌ 35.7 カサゴ 22.2 57.9 徳島県小松島市和田島 鳴門

32 青木　昇 関西投友釣クラブ マコガレイ 35.7 マコガレイ 21.4 57.1 境水道 境港

33 下浦　輝明 大阪釣友サーフ イ　ラ 31.3 マダイ 25.3 56.6 古江 熊野

34 高倉　雅典 サーフ・スキッパーズ カワハギ 30.0 カサゴ 26.1 56.1 二木島 熊野

35 野島　研矢 西大阪サーフ マコガレイ 38.0 カサゴ 18.0 56.0 淡路市仮屋 淡路

会場

指定６会場

本賞の部＝連盟対象魚2匹の合計（スズキ・コブダイを除く）

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）

但し、クロダイ・キチヌ・ヘダイ・エソの提出は1匹までとする。　※同寸の場合は、内1匹の大きい方を上位とする。

１７８名（うち女性・少年３名）

大阪釣友サーフ

2匹の内訳
クラブ名

　第152回　大阪協会春季大会　

本賞の部

釣り場
合計

㎝
会員名順位

２０１９年４月７日（日）中潮　　天候 : 晴れ

（A　内山　聖往　83.7㎝　　　B　沢木　勝敏　79.9㎝）



魚名① 寸法 ㎝ 魚名② 寸法 ㎝
会場

2匹の内訳
クラブ名 釣り場

合計

㎝
会員名順位

36 長谷川　雅之 船場サーフ マコガレイ 29.0 マコガレイ 26.1 55.1 鳴門市撫佐 鳴門

37 池田　光男 大阪アングラーズ アイナメ 27.5 アイナメ 27.0 54.5 カニかご岸壁 境港

38 岸川　輝久 高槻サーフ キチヌ 34.7 シロギス 18.5 53.2 七里御浜 熊野

39 畑中　大輔 なにわキャスターズクラブ クロダイ 37.6 マハゼ 15.0 52.6 和歌山県 田辺港 中紀

40 網谷　保 アワジフィッシングクラブ カサゴ 27.2 アイナメ 25.0 52.2 徳島県沖洲 鳴門

41 本屋敷　保生 大阪アングラーズ マコガレイ 29.5 カサゴ 22.4 51.9 男鹿 境港

42 上林　一 高槻サーフ カサゴ 28.6 クジメ 23.0 51.6 鳴門市岡崎Ｌ字波止 鳴門

43 朝尾　健一 東大阪拓研サーフ アイナメ 26.5 アイナメ 25.0 51.5 徳島県沖洲 鳴門

44 大津　寿彦 大阪アングラーズ アイナメ 28.3 シロギス 20.0 48.3 カニかご岸壁 境港

45 平井　一男 大阪アングラーズ マコガレイ 29.6 シロギス 18.4 48.0 なべや旅館前 境港

46 杉峠　龍弥 アワジフィッシングクラブ アイナメ 32.2 カサゴ 14.9 47.1 徳島県沖洲 鳴門

47 小林　修士 サーフ・スキッパーズ カサゴ 24.2 カサゴ 22.6 46.8 鳴門市岡崎漁港 鳴門

48 駒村　道彦 高槻サーフ アイナメ 25.5 マコガレイ 19.0 44.5 鳴門市岡崎漁港 鳴門

49 長岡　修 アワジフィッシングクラブ アイナメ 24.5 マコガレイ 18.5 43.0 三重県 鳥羽市中之郷漁連前 中紀

50 斉藤　一夫 大阪サーフ マコガレイ 28.3 カサゴ 14.6 42.9 鳴門市日出 鳴門

51 川上　秋男 西大阪サーフ カサゴ 22.5 クジメ 18.4 40.9 淡路市岩屋 淡路

52 唐田　十九一 大阪アングラーズ カサゴ 22.2 マコガレイ 18.6 40.8 カニかご岸壁 境港

53 浅井　卓美 鷺洲シルバーサーフ カサゴ 20.2 カサゴ 19.7 39.9 徳島県阿南市豊浜 鳴門

54 里村　達郎 大阪投友会 マコガレイ 19.7 イシガレイ 19.7 39.4 徳島県鳴門市撫養町 鳴門

55 井筒　康夫 大阪投友会 カサゴ 19.5 アイナメ 18.5 38.0 徳島県小松島市和田島 鳴門

56 川村　日一 鷺洲シルバーサーフ カサゴ 16.7 カサゴ 14.8 31.5 徳島県阿南市豊浜 鳴門

順位 会員名 クラブ名 魚名 寸法　㎝ 会場

1 市原　一宏 長居フィッシングクラブ コブダイ 66.4 鳴門

2 井上　輝美 滋賀投友会 コブダイ 64.4 淡路

3 六車　健一 長居フィッシングクラブ スズキ 51.6 鳴門

他魚の部

淡路市斗ノ内

小鳴門高島

鳴門市北泊

釣り場


