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Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

1 稲垣　武利 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 31.2 9 福井県 敦賀市 浦底

2 内橋　啓輔 兵庫 神戸投翔会 19 宮津 シロギス 31.2 2 京都府 宮津市 獅子崎

3 鶴田　和治 兵庫 レインボーキャスターズ 47 鹿児島・長島 シロギス 31.0 18 鹿児島県 長島町 竹島

4 北野　信明 北九州 小倉メゴチサーフ 42 平戸 シロギス 30.7 5 長崎県 平戸市 京崎

5 古賀　良治 長崎 インター長崎 45 下五島 シロギス 30.6 19 長崎県 五島市 玉之浦

6 宮崎　一義 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 30.5 1 長崎県 平戸市 古江

7 唐　家強 兵庫 神戸布引サーフ 19 宮津 シロギス 30.4 34 京都府 宮津市 由良川

8 清水　久弘 大阪 アワジフィッシングクラブ 19 宮津 シロギス 30.2 5 京都府 宮津市 矢原

9 伊藤　春雄 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 30.1 14 福井県 敦賀市 浦底

10 東　利通 兵庫 阪神サーフC.C　 18 香住 シロギス 30.0 3 兵庫県 豊岡市 小島

11 大橋　政夫 兵庫 神戸パルFC 19 宮津 シロギス 29.4 2 京都府 舞鶴市 神崎

12 大天　勇介 兵庫 美晴サーフ 19 宮津 シロギス 29.3 9 京都府 宮津市 由良川

13 高垣　政敏 兵庫 神戸投翔会 19 宮津 シロギス 29.3 4 京都府 宮津市 獅子崎

14 高木　博之 広島 大野サーフ 41 対馬 シロギス 29.2 38 長崎県 対馬市 上県町樫滝

15 檜垣　俊之 広島 大野サーフ 44 上五島 シロギス 29.1 10 長崎県 新上五島町 大浦

16 峰松　啓祐 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 29.0 9 京都府 宮津市 獅子

17 浅井　卓美 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 29.0 4 京都府 宮津市 獅子

17 田中　孝司 長崎 インター長崎 45 下五島 シロギス 29.0 4 長崎県 五島市 玉之浦

19 岡山　春行 広島 呉投友会 41 対馬 シロギス 28.7 42 長崎県 対馬市 峯町佐賀

20 樋口　尚志 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 28.7 11 長崎県 平戸市 古江

21 岡本　宣勝 大阪 レインマンサーフ 20 鳥取東部 シロギス 28.7 8 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

22 大西　孝夫 広島 大野サーフ 44 上五島 シロギス 28.6 10 長崎県 新上五島町 間伏

23 田中　義正 北九州 門司サーフ 48 鹿児島・志布志 シロギス 28.5 31 鹿児島県 肝付町 白木

24 今本　和孝 大阪 アワジフィッシングクラブ 19 宮津 シロギス 28.4 2 京都府 宮津市 矢原

25 西澤　光 大阪 滋賀投友会 9 敦賀 シロギス 28.1 1 福井県 小浜市 西小川

26 曽我　秀作 備後 岡本サーフ 27 弓削島 シロギス 28.0 40 愛媛県 越智郡上島町 弓削

27 吉田　朗 長崎 インター長崎 45 下五島 シロギス 28.0 18 長崎県 五島市 玉之浦

28 小川　秀一 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 28.0 14 宮崎県 延岡市北浦町 直海

29 池澤　常行 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 28.0 10 京都府 宮津市 田井

30 龍　健二 長崎 インター長崎 45 下五島 シロギス 27.9 9 長崎県 五島市 玉之浦

31 増井　弘毅 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 シロギス 27.8 6 和歌山県 有田市湯浅町 湯浅

32 宮岡　紀夫 兵庫 神戸布引サーフ 19 宮津 シロギス 27.6 20 京都府 宮津市 由良川

33 吉田　二久 大阪 長居フィッシングクラブ 13 三重古江 キュウセン 27.6 5 三重県 熊野市 二木島

34 大橋　進 中部 東海サーフ 9 敦賀 シロギス 27.6 2 福井県 敦賀市 美浜町管浜

35 村上　一 愛媛 四国投友会 41 対馬 シロギス 27.5 42 長崎県 対馬市 峯町みね川

36 相原　富雄 愛媛 瀬戸内サーフ 27 弓削島 シロギス 27.5 20 愛媛県 越智郡上島町 弓削

37 荒木　淳二 長崎 インター長崎 43 崎戸・大島 シロギス 27.5 16 長崎県 西海市 西海町中浦

38 安田　憲司 北九州 小倉メゴチサーフ 42 平戸 シロギス 27.5 13 長崎県 平戸市 木ｹ津

39 手水川　勇 愛媛 西四国サーフ 36 宇和島 シロギス 27.5 2 愛媛県 宇和島市 津島町国永

40 武田　勝博 兵庫 遊魚会 48 鹿児島・志布志 シロギス 27.4 17 鹿児島県 肝付町 南方

41 友安　逸男 広島 廿日市サーフ 44 上五島 シロギス 27.4 2 長崎県 新上五島町 大浦

42 友原　幸祐 兵庫 神戸投翔会 19 宮津 シロギス 27.3 2 京都府 宮津市 獅子崎

43 沢田　孝治 大阪 大阪アングラーズ 14 串本 シロギス 27.2 7 和歌山県 浦神

44 稲荷　佳樹 大阪 ＯＫＡＣ 14 串本 シロギス 27.2 1 和歌山県 古座川

45 永末　久則 広島 えのみやサーフ 47 鹿児島・長島 シロギス 27.1 19 鹿児島県 長島町 薄井

46 廣澤　道彦 島根 ＧＡＣサーフ 22 大田 シロギス 27.1 1 島根県 大田市 仁万港

47 秋本　恭二 北九州 小倉メゴチサーフ 42 平戸 シロギス 27.0 8 長崎県 平戸市 木ｹ津
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48 山村　政臣 北海道 札幌サーフ 45 下五島 シロギス 27.0 7 長崎県 五島市 玉之浦

49 西野　豊 兵庫 神戸パルFC 19 宮津 シロギス 27.0 5 京都府 宮津市 由良川

50 古枝　直輝 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 26.9 11 香川県 東かがわ市 安戸池

51 坂東　茂樹 徳島 徳島セントラルサーフ 33 徳島 シロギス 26.9 7 徳島県 鳴門市 撫養町大桑島

52 山口　正博 山口 西京　サーフ 41 対馬 シロギス 26.8 27 長崎県 対馬市 仁田

53 中村　義行 大阪 ＯＫＡＣ 14 串本 シロギス 26.8 2 和歌山県 串本

54 岩佐　典広 北九州 門司サーフ 42 平戸 シロギス 26.7 15 長崎県 平戸市 曲

55 西川　国美 北九州 飛幡サーフ 42 平戸 シロギス 26.7 13 長崎県 平戸市 川内

56 稲田　安伸 大分 ダイナミックサーフ 46 宮崎・古江 シロギス 26.7 11 宮崎県 延岡市北浦町 古江

57 八尾　浩幸 大阪 サーフ・エトワール 41 対馬 シロギス 26.7 8 長崎県 対馬市 上対馬町舟志

58 米澤　幸代 岡山 岡山近海サ-フ 24 宇野 シロギス 26.7 5 香川県 向島

59 玉置　公正 愛媛 西四国サーフ 36 宇和島 キュウセン 26.7 1 愛媛県 宇和島市 大福浦

60 荒井　慶樹 愛媛 四国投友会 41 対馬 シロギス 26.6 51 長崎県 対馬市 美津島町洲藻

61 中島　三四郎 山口 関門サーフ 41 対馬 シロギス 26.6 45 長崎県 対馬市 仁田

62 小島　淳児 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 26.5 19 大分県 佐伯市蒲江町

63 廣瀨　喜久男 三重 北伊勢サーフ 41 対馬 シロギス 26.5 15 長崎県 対馬市 峰町三根

64 森本　光彦 東京 シーガルフィッシング 19 宮津 シロギス 26.5 13 京都府 京丹後市 久美浜

65 伊東　昭三 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 26.5 5 宮崎県 延岡市北浦町 市振

66 松井　和正 三重 三重サ－フ 10 伊勢 シロギス 26.5 4 三重県 南伊勢町 迫間浦

66 上実　信治 備後 尾道磯釣サーフ 21 境港 シロギス 26.5 4 島根県 松江市 美保関

68 矢野　勝彦 徳島 徳島鱗友サーフ 33 徳島 シロギス 26.4 28 徳島県 阿南市 椿泊

69 吉平　富久 徳島 悠友サーフ 33 徳島 シロギス 26.4 15 徳島県 海部郡 美波町日和佐港

70 赤司　祐次 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 26.4 10 長崎県 平戸市 田平

71 長谷川　靖之 大阪 アワジフィッシングクラブ 19 宮津 シロギス 26.3 11 京都府 宮津市 矢原

72 眞保　弘 大阪 大正サーフ 14 串本 シロギス 26.3 7 和歌山県 太地

72 岸　武宏 兵庫 神戸パルFC 19 宮津 シロギス 26.3 7 京都府 舞鶴市 神崎

74 下城　一夫 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 26.3 5 宮崎県 延岡市北浦町 古江

75 佐野田　英夫 長崎 あじさいサーフ 43 崎戸・大島 シロギス 26.3 1 長崎県 西海市 大島町西大島

76 岡本　年彦 島根 出雲おろちサーフ 22 大田 シロギス 26.2 35 島根県 大田市 久手港

77 南　勝 三重 北伊勢サーフ 41 対馬 シロギス 26.2 25 長崎県 対馬市 峰町三根

78 柳澤　雅樹 兵庫 但馬豊岡サーフ 18 香住 シロギス 26.2 20 兵庫県 豊岡市 気比

79 馬場　紀臣 徳島 悠友サーフ 33 徳島 シロギス 26.2 12 徳島県 海部郡 美波町日和佐港

80 串野　誠一 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 シロギス 26.2 11 和歌山県 有田市湯浅町 湯浅

81 野中　賢二 愛媛 松山サーフ 36 宇和島 キュウセン 26.2 10 愛媛県 宇和島市 坂下津

82 福崎　敏秋 岡山 投魂会 15 淡路島 シロギス 26.2 8 兵庫県 洲本市 炬口漁港

83 唐田　十九一 大阪 大阪アングラーズ 14 串本 シロギス 26.2 6 和歌山県 浦神

84 橋野　正一 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 26.2 2 京都府 宮津市 獅子

85 山本　清彦 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 キュウセン 26.2 1 和歌山県 串本町 古座

86 木下　哲博 備後 スナメリサーフ 28 蒲刈 シロギス 26.1 8 広島県 呉市 蒲刈町田戸

87 齋藤　遼 島根 出雲おろちサーフ 23 田万川 シロギス 26.0 43 山口県 萩市 須佐湾

88 岡野　達郎 備後 三原サーフ 27 弓削島 シロギス 26.0 30 愛媛県 越智郡上島町 沢津

89 後藤　楯夫 山口 海王サーフ 41 対馬 シロギス 26.0 25 長崎県 対馬市 仁田

90 鎌田　光晴 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 26.0 12 福井県 敦賀市 浦底

90 西村　亮作 岡山 岡山近海サ-フ 24 宇野 シロギス 26.0 12 香川県 向島

92 矢野　淳平 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 26.0 11 大分県 佐伯市蒲江町 波当津

93 赤木　守 岡山 ＴＥＡＭ遊 21 境港 シロギス 26.0 9 鳥取県

94 寒川　保 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 26.0 7 京都府 宮津市 獅子

95 大西　龍二 長崎 あじさいサーフ 43 崎戸・大島 シロギス 26.0 5 長崎県 西海市 西海町鳥崎

96 菅　雅彦 愛媛 松山リールクラブ 36 宇和島 キュウセン 25.9 1 愛媛県 宇和島市

97 加藤　勤 愛媛 西条プリマサーフ 38 今治 シロギス 25.8 11 愛媛県 今治市 友浦



会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

釣　　り　　場
ク  ラ  ブ  名 会場名 長寸順位 参加者名 協会名 総匹数

98 渡辺　敏夫 兵庫 三ツ星サーフＣ.Ｃ 15 淡路島 シロギス 25.7 35 兵庫県 洲本市 炬口海水浴場

99 藤田　堯 山口 関門サーフ 31 下　関 シロギス 25.6 17 山口県 下関市 彦島町巌流島

100 小野瀬　厚志 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 25.6 15 徳島県 鳴門市 北灘町

101 重成　忠明 大阪 関西暁サーフ 14 串本 シロギス 25.6 4 和歌山県 浦神

102 後藤　庸彦 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 シロギス 25.5 24 愛媛県 松山市 中島町大串

103 高山　彰 岡山 ＴＥＡＭ遊 21 境港 シロギス 25.5 22 島根県 福浦

104 倉　正治 兵庫 神戸布引サーフ 19 宮津 シロギス 25.5 13 京都府 宮津市 由良川

105 秋永　正男 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 25.5 12 長崎県 平戸市 古江

106 安藤　喜夫 三重 北伊勢サーフ 41 対馬 シロギス 25.5 8 長崎県 対馬市 峰町三根

106 岩佐　修至 北九州 門司サーフ 42 平戸 シロギス 25.5 8 長崎県 平戸市 曲

108 大川　勉 香川 香川ドリームサーフ 34 香川 シロギス 25.5 7 徳島県 鳴門市 北灘町　折野

109 堤　可弘 備後 スナメリサーフ 28 蒲刈 シロギス 25.5 5 広島県 呉市 蒲刈町宮浦

109 今宮　一彦 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 25.5 5 宮崎県 延岡市北浦町 古江

111 竹内　伸 大阪 レインマンサーフ 20 鳥取東部 シロギス 25.5 4 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

112 山本　孝 大阪 関西暁サーフ 14 串本 シロギス 25.5 3 和歌山県 浦神

112 山下　重樹 愛媛 西条プリマサーフ 37 大洲 キュウセン 25.5 3 愛媛県 西予市 三瓶町蔵貫

114 相澤　浩次 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 秋田 シロギス 25.4 45 秋田県 潟上市天王 出戸浜

115 高木　達夫 北陸 石川投友会 8 能登 シロギス 25.4 18 石川県 七尾市 西岸

116 藤川　保 三重 北伊勢サーフ 41 対馬 シロギス 25.4 13 長崎県 対馬市 豊玉町チロモ

117 岩部　浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 25 下津井 キュウセン 25.4 9 香川県 丸亀市 広島

118 畝河内　特之 広島 音戸サーフ 28 蒲刈 シロギス 25.3 11 広島県 呉市 下蒲刈町三之瀬

119 中村　正範 北九州 小倉メゴチサーフ 42 平戸 シロギス 25.3 8 長崎県 平戸市 京崎

120 上田　茂孝 長崎 あじさいサーフ 43 崎戸・大島 シロギス 25.3 3 長崎県 西海市 西海町鳥崎

121 松長　和浩 愛媛 楽釣会 37 大洲 シロギス 25.2 3 愛媛県 大洲市 長浜町須沢

122 森田　大輔 島根 出雲おろちサーフ 23 田万川 シロギス 25.1 20 山口県 萩市 須佐湾

123 杉本　安夫 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 25.1 15 徳島県 海部郡 美波町由岐

124 山本　豊 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 キュウセン 25.1 12 香川県 坂出市 岩黒島

124 陣内　崇光 北九州 門司サーフ 42 平戸 シロギス 25.1 12 長崎県 平戸市 大久保

126 川野　雄二 山口 関門サーフ 31 下　関 シロギス 25.1 11 山口県 下関市 豊浦町特牛

127 多賀谷　三洋 兵庫 SURF　BATTLE　FISH 19 宮津 シロギス 25.1 10 京都府 宮津市 獅子

128 新矢　雄二 愛媛 松山リールクラブ 36 宇和島 キュウセン 25.1 7 愛媛県 宇和島市 大福浦

129 近藤　哲世 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 25.1 5 福井県 敦賀市 浦底

129 伊東　勝美 山口 海王サーフ 41 対馬 シロギス 25.1 5 長崎県 対馬市 上県町仁田

131 宮崎　正信 山口 西京　サーフ 41 対馬 シロギス 25.0 40 長崎県 対馬市 仁田

132 曽我　公彦 備後 岡本サーフ 27 弓削島 シロギス 25.0 30 愛媛県 越智郡上島町 弓削

133 中田　宏 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 秋田 シロギス 25.0 27 秋田県 潟上市天王 出戸浜

134 大西　啓文 徳島 徳島ひげサーフ 33 徳島 シロギス 25.0 18 徳島県 海部郡 美波町日和佐浦

135 岡本　和俊 大分 ダイナミックサーフ 46 宮崎・古江 シロギス 25.0 15 宮崎県 延岡市北浦町 古江

136 片桐　正俊 愛媛 道後サーフ 38 今治 シロギス 25.0 11 愛媛県 今治市宮窪町 友浦

137 久山　大樹 兵庫 三ツ星サーフＣ.Ｃ 15 淡路島 シロギス 25.0 10 兵庫県 洲本市 炬口海水浴場

138 村岡　文蔵 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 25.0 6 京都府 宮津市 田井

139 柴田　喜一郎 大阪 大正サーフ 14 串本 シロギス 25.0 5 和歌山県 太地

139 田中　弘之 岡山 岡山ロイヤルサーフ 21 境港 シロギス 25.0 5 島根県 森山 サルガハナ

141 村上　静馬 大阪 大阪サーフ 19 宮津 シロギス 25.0 4 京都府 宮津市 天橋立

141 安部　孝史 北九州 門司サーフ 42 平戸 シロギス 25.0 4 長崎県 平戸市 曲

143 高山　清数 愛媛 松山リールクラブ 36 宇和島 キュウセン 24.9 5 愛媛県 宇和島市 坂下津

144 久保　武志 愛媛 松山サーフ 37 大洲 シロギス 24.9 1 愛媛県 大洲市 今坊

145 石原　武志 岡山 岡山ブルーキャスターズ 26 笠岡 シロギス 24.8 6 愛媛県 今治市 宗方

146 島田　幸雄 北陸 石川投友会 8 能登 シロギス 24.7 12 石川県 七尾市 西岸

146 山中　幸一 高知 RYOMAサーフ 40 宿毛 シロギス 24.7 12 高知県 宿毛市 大島
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148 柳田　英憲 広島 スワローFC 21 境港 シロギス 24.7 11 鳥取県 境港市 渡

149 石野　一広 徳島 徳島セントラルサーフ 33 徳島 シロギス 24.7 10 徳島県 鳴門市 北灘町粟田

150 大本　勝 広島 スワローFC 28 蒲刈 シロギス 24.7 2 広島県 呉市 蒲刈町恋ヶ浜

151 長田　勇治 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 24.6 17 福井県 敦賀市 浦底

152 野尻　勇 北陸 石川投友会 8 能登 シロギス 24.6 16 石川県 鳳珠郡能都町 宇出津

153 豊田　宣子 愛媛 三島サーフ 38 今治 シロギス 24.6 9 愛媛県 今治市吉海町 泊

154 高須賀　幸彦 広島 広島釣趣会 48 鹿児島・志布志 シロギス 24.6 4 鹿児島県 肝付町 北方松原海岸

155 麻野　晋 大阪 大阪臥竜サーフ 33 徳島 シロギス 24.6 2 徳島県 阿南市 椿泊

156 小松　一也 岡山 ＴＥＡＭ遊 21 境港 シロギス 24.5 30 鳥取県

157 田中　聡 徳島 徳島鱗友サーフ 33 徳島 シロギス 24.5 29 徳島県 阿南市 北の脇

158 三谷　正純 中部 東海サーフ 9 敦賀 シロギス 24.5 6 福井県 敦賀市 浦底

159 西岡　正和 大阪 大正サーフ 14 串本 シロギス 24.5 5 和歌山県 太地

159 松崎　津義 広島 大野サーフ 44 上五島 シロギス 24.5 5 長崎県 新上五島町 間伏

161 杉本　義徳 三重 四日市サーフ 10 伊勢 キュウセン 24.5 2 三重県 志摩市 大王町船越

161 前田　昌隆 兵庫 神戸布引サーフ 19 宮津 シロギス 24.5 2 京都府 宮津市 由良川

163 滝本　宗生 大阪 長居フィッシングクラブ 13 三重古江 シロギス 24.4 9 三重県 尾鷲市 古江

164 谷口　昌明 兵庫 神戸中央サーフ 15 淡路島 シロギス 24.4 8 兵庫県 洲本市 由良

165 利田　尚彦 愛媛 道後サーフ 38 今治 シロギス 24.3 39 愛媛県 今治市宮窪町 友浦

166 広瀬　晃 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 24.3 25 徳島県 阿南市 椿町尻杭

167 石井　克彦 兵庫 神戸布引サーフ 15 淡路島 シロギス 24.3 20 兵庫県 洲本市 炬口海水浴場

168 岩間　正範 徳島 徳島鱗友サーフ 33 徳島 シロギス 24.3 18 徳島県 海部郡 海陽町那佐

169 柚木　和裕 島根 ＧＡＣサーフ 28 蒲刈 シロギス 24.3 17 広島県 呉市 蒲刈町宇都迫

170 川村　日一 大阪 鷺洲シルバーサーフ 19 宮津 シロギス 24.3 12 京都府 宮津市 田井

171 寺師　賢二 兵庫 サーフ縁FC 19 宮津 シロギス 24.3 7 京都府 宮津市 獅子

171 土屋　敏幸 備後 尾道釣友会 27 弓削島 シロギス 24.3 7 愛媛県 越智郡上島町 佐島

173 南　道雄 大阪 滋賀投友会 9 敦賀 シロギス 24.2 8 福井県 敦賀市 阿曽

174 坂本　達三 大阪 大阪サーフ 18 香住 シロギス 24.2 5 兵庫県 香美町 香住西港

174 池田　栄男 山口 関門サーフ 31 下　関 シロギス 24.2 5 山口県 下関市 大和町

176 吉田　均 兵庫 関西サーフ 11 熊野 キュウセン 24.2 4 三重県 熊野市 二木島町

177 竹内　義博 広島 廿日市サーフ 22 大田 シロギス 24.2 3 島根県 大田市 和江港

177 森下　泰行 兵庫 阪神サーフC.C 42 平戸 シロギス 24.2 3 長崎県 平戸市 西浜

179 鈴木　靖彦 広島 スワローFC 41 対馬 シロギス 24.2 1 長崎県 対馬市 豊玉町チロモ

180 国貞　和人 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 キュウセン 24.1 27 愛媛県 松山市 中島町大浦

181 山本　良一 北陸 石川投友会 8 能登 シロギス 24.1 12 石川県 鳳珠郡能都町 宇出津

182 敷本　正規 広島 スワローFC 21 境港 シロギス 24.1 11 鳥取県 境港市 渡

183 佐藤　英明 兵庫 和田宮サーフ 15 淡路島 シロギス 24.1 9 兵庫県 淡路市 佐野新島

184 村田　修 三重 松阪サーフ 10 伊勢 キュウセン 24.1 3 三重県 南伊勢町 方座浦

184 杉元　繁治 大分 ダイナミックサーフ 46 宮崎・古江 シロギス 24.1 3 宮崎県 延岡市北浦町 古江

186 高木　ヒロ子 広島 大野サーフ 41 対馬 シロギス 24.1 2 長崎県 対馬市 上県仁田

187 下川　夕子 三重 熊野サーフ 11 熊野 キュウセン 24.1 1 三重県 熊野市 二木島町

187 山﨑　裕弘 大阪 長居フィッシングクラブ 13 三重古江 キュウセン 24.1 1 三重県 尾鷲市 古江

189 越智　規文 大阪 大阪釣友サーフ 34 香川 シロギス 24.0 33 徳島県 鳴門市 北灘町　折野

190 下村　勝 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 24.0 28 徳島県 阿南市 大潟町

191 田中　修 香川 香川鱗友サーフ 34 香川 シロギス 24.0 19 徳島県 鳴門市 北灘町　折野

192 千葉　敏雄 徳島 徳島キャスターズクラブ 33 徳島 シロギス 24.0 12 徳島県 鳴門市 北灘町大浦

193 田渕　達雄 香川 高松サーフ 34 香川 シロギス 24.0 11 徳島県 鳴門市 北灘町　三津

194 藤川　明 大阪 大正サーフ 14 串本 シロギス 24.0 10 和歌山県 太地

195 山下　康仁 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 シロギス 24.0 9 和歌山県 有田市湯浅町 湯浅

196 吉田　昭則 山口 西京　サーフ 32 仙崎 シロギス 24.0 4 山口県 長門市 三隅野波瀬

197 合志　桂司 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 24.0 2 長崎県 平戸市 古江
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198 西田　公一 兵庫 東神戸釣楽会 15 淡路島 シロギス 24.0 1 兵庫県 淡路市 佐野

199 吉田　康暢 広島 安芸サーフ 29 呉 シロギス 23.9 14 広島県 江田島市 大柿町深江

200 山下　暁生 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 キュウセン 23.9 6 香川県 坂出市 岩黒島

201 大住　和道 香川 香川鱗友サーフ 34 香川 キュウセン 23.8 20 香川県 東かがわ市 相生

202 石川　祐暢 愛媛 西条プリマサーフ 37 大洲 キュウセン 23.8 3 愛媛県 西予市 三瓶町二及

203 森　一彦 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 23.7 13 宮崎県 延岡市北浦町

204 土手　達馬 広島 音戸サーフ 47 鹿児島・長島 キュウセン 23.7 2 鹿児島県 長島町 竹島

205 中村　博志 長崎 あじさいサーフ 43 崎戸・大島 シロギス 23.7 1 長崎県 西海市 西海町鳥崎

206 西村　孝 島根 ＧＡＣサーフ 22 大田 シロギス 23.6 18 島根県 大田市 温泉津港

206 田中　克典 備後 岡本サーフ 27 弓削島 シロギス 23.6 18 愛媛県 越智郡上島町 弓削

208 濱田　公彦 愛媛 金亀サーフ 38 今治 シロギス 23.6 17 愛媛県 今治市宮窪町

209 吉田　元明 愛媛 松山リールクラブ 35 中島 キュウセン 23.6 3 愛媛県 松山市 中島町粟井

210 平山　義隆 北九州 小倉メゴチサーフ 31 下　関 シロギス 23.6 2 山口県 下関市 豊北町角島

211 戒田　康輔 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 シロギス 23.5 14 愛媛県 松山市 中島町神ノ浦

212 堀内　寛之 千葉 ＮＦＣサーフ 8 能登 シロギス 23.5 11 石川県 七尾市 能登島町閨

213 家近　忠志 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 23.5 4 大分県 佐伯市蒲江町

214 河合　修平 兵庫 西神戸アングラーズ 16 明石 キュウセン 23.5 2 兵庫県 淡路市 志筑

215 上村　浩司 広島 広島グリーンキャスターズ 30 柳井 シロギス 23.4 4 山口県 柳井市 相ノ浦

216 門脇　保夫 高知 高知サーフ 40 宿毛 シロギス 23.3 16 高知県 宿毛市 池島

217 眞鍋　達也 広島 呉サーフ 26 笠岡 シロギス 23.3 12 広島県 福山市 鞆

218 山西　邦男 愛媛 道後サーフ 35 中島 キュウセン 23.3 11 愛媛県 松山市 中島町粟井

219 宮崎　洋三 備後 三原サーフ 29 呉 シロギス 23.3 10 広島県 江田島市 能美町鹿川

220 小池　勝 島根 ＧＡＣサーフ 22 大田 シロギス 23.3 4 島根県 大田市 仁万港

221 福島　稔 三重 鈴鹿サーフ 10 伊勢 シロギス 23.3 3 三重県 南伊勢町 神前港

221 小林　修士 大阪 サーフ・スキッパーズ 15 淡路島 シロギス 23.3 3 兵庫県 淡路市 浦

223 横山　篤史 愛媛 東予サーフ 38 今治 シロギス 23.2 24 愛媛県 越智郡上島

224 池内　一敬 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 キュウセン 23.2 18 愛媛県 松山市 中島町大浦

224 曽我部　奉剛 愛媛 西条フィッシャマン 38 今治 キュウセン 23.2 18 愛媛県 今治市吉海町 早川

226 松井　通浩 中部 三河サーフ 9 敦賀 シロギス 23.2 14 福井県 敦賀市 浦底

227 六車　健一 大阪 長居フィッシングクラブ 13 三重古江 シロギス 23.2 5 三重県 熊野市 二木島

228 片桐　隆二 大分 大分サーフ 46 宮崎・古江 シロギス 23.2 3 宮崎県 延岡市北浦町 直海

229 渡部　裕司 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 キュウセン 23.1 14 愛媛県 松山市 中島町長浜

230 西田　功 備後 スナメリサーフ 28 蒲刈 キュウセン 23.1 11 広島県 呉市 下蒲刈町西海岸

231 谷本　信彦 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 キュウセン 23.1 2 和歌山県 串本町 古座

232 鶴野　重光 山口 関門サーフ 31 下　関 シロギス 23.1 1 山口県 下関市 彦島町巌流島

233 大鷹　秀寿 宮城 仙台広瀬キャスターズ 3 秋田 シロギス 23.0 86 秋田県 潟上市天王 出戸浜

234 中島　康彦 北九州 福岡サーフ 42 平戸 シロギス 23.0 21 長崎県 平戸市 木引

235 野口　仁生 岡山 恵比寿サーフ 26 笠岡 シロギス 23.0 20 岡山県 笠岡市 白石島

236 青木　千恵子 香川 香川鱗友サーフ 34 香川 シロギス 23.0 17 徳島県 鳴門市 北灘町　三津

237 安藤　芳則 香川 高松サーフ 34 香川 シロギス 23.0 16 徳島県 鳴門市 北灘町　三津

238 矢部　郁夫 徳島 徳島セントラルサーフ 33 徳島 シロギス 23.0 12 徳島県 阿南市 椿町大瀬井

239 竹田　俊丸 山口 下関サーフ 32 仙崎 シロギス 23.0 8 山口県 長門市 油谷町大浦

240 藤岡　良紹 三重 鈴鹿サーフ 10 伊勢 シロギス 23.0 6 三重県 南伊勢町 神前

240 野島　研矢 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 キュウセン 23.0 6 三重県 紀北町 矢口浦

242 中井　孝光 愛媛 西四国サーフ 35 中島 キュウセン 23.0 5 愛媛県 松山市 中島町粟井

243 佐藤　芳一 大阪 ヤングサーフ 13 三重古江 キュウセン 23.0 2 三重県 紀北町 引本

243 長谷　文昌 兵庫 和田宮サーフ 15 淡路島 キュウセン 23.0 2 兵庫県 淡路市 佐野



会場 釣魚 基準
ＮＯ 寸法 寸法 県 市町村 地名

1 三戸　庸行 広島 広島リールクラブ 28 蒲刈 ヒラメ 73.0 60 1.217 2 広島県 呉市 下蒲刈西岸

2 永沢　弘雄 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 コロダイ 81.0 75 1.080 5 三重県 熊野市 新鹿町

3 井上　輝美 大阪 滋賀投友会 26 笠岡 コブダイ 75.3 75 1.004 3 岡山県 笠岡市 北木島

4 片岡　洋次朗 大阪 滋賀投友会 26 笠岡 キジハタ 48.2 50 0.964 1 岡山県 笠岡市 白石島

5 大西　勇輝 北海道 札幌サーフ 1 道央 アイナメ 52.9 55 0.962 7 北海道 室蘭市 増市

6 石丸　裕志 愛媛 Ｔ－ｃｌｕｂⅡ 37 大洲 イトヨリダイ 43.1 45 0.958 6 愛媛県 西予市 明浜町高山港

7 神戸　優介 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 43.0 45 0.956 6 北海道 室蘭市 茶良津内

8 久保　一樹 北九州 福岡サーフ 42 平戸 クロダイ 52.0 55 0.945 2 長崎県 平戸市 西浜

9 金澤　修司 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 41.9 45 0.931 5 北海道 室蘭市 増市

10 山口　清人 宮城 仙台広瀬キャスターズ 4 宮城 イシガレイ 46.5 50 0.930 8 宮城県 石巻市 渡波

11 福間　幸次 広島 広島釣趣会 30 柳井 マダイ 65.1 70 0.930 2 山口県 周防大島町 和田

12 大内　一程 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 41.6 45 0.924 5 北海道 室蘭市 増市

13 高塚  英和 岡山 投魂会 26 笠岡 キジハタ 46.1 50 0.922 2 岡山県 笠岡市 真鍋島

14 三木　常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 24 宇野 クロウシノシタ 41.2 45 0.916 2 岡山県 玉野市 日比港

15 安藤　道人 愛媛 金亀サーフ 36 宇和島 イトヨリダイ 41.0 45 0.911 2 愛媛県 宇和島市 吉田町南君西

16 塩田　淳 徳島 徳島セントラルサーフ 33 徳島 マゴチ 58.8 65 0.905 2 徳島県 阿南市 中林漁港

17 小澤　幸男 宮城 宮城海游サーフ 4 宮城 ホシガレイ 45.0 50 0.900 2 宮城県 石巻市 桃浦

18 中谷　悟 兵庫 姫路しらさぎサーフ 42 平戸 クロダイ 49.5 55 0.900 1 長崎県 平戸市 平戸島

19 高橋　優輔 愛媛 三島サーフ 36 宇和島 イトヨリダイ 40.4 45 0.898 7 愛媛県 宇和島市 遊子

20 大宮　弘勝 大阪 滋賀投友会 26 笠岡 クロダイ 49.0 55 0.891 4 岡山県 笠岡市 高島

21 平田　幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 25 下津井 クロダイ 48.7 55 0.885 10 香川県 丸亀市 広島

22 中村　敏浩 岡山 投魂会 26 笠岡 キジハタ 44.2 50 0.884 3 岡山県 笠岡市 真鍋島岩坪

23 井上　文雄 岡山 倉敷ツロットサーフ 25 下津井 マダイ 61.5 70 0.879 6 香川県 丸亀市 広島

24 棚田　志郎 広島 広島サーフ 30 柳井 マダイ 61.5 70 0.879 3 山口県 柳井市 伊保庄マリンパーク

25 菊池　修 北海道 札幌サーフ 1 道央 ギスカジカ 39.5 45 0.878 11 北海道 勇払郡厚真町 浜厚真

26 江上　眞二 北九州 飛幡サーフ 48 鹿児島・志布志 クロダイ 48.2 55 0.876 5 鹿児島県 肝付町 岸良

27 鈴木　勝成 三重 熊野サーフ 11 熊野 クロダイ 47.7 55 0.867 5 三重県 紀宝町 鵜殿

28 田村　雅邦 愛媛 西四国サーフ 37 大洲 イラ 39.0 45 0.867 3 愛媛県 八幡浜 舌間

29 徳満　秀俊 広島 呉サーフ 30 柳井 クロダイ 47.6 55 0.865 1 山口県 柳井市 大畠町天神西

30 守本　正 岡山 恵比寿サーフ 26 笠岡 クロダイ 47.5 55 0.864 1 岡山県 笠岡市 白石島

31 伊東　順孝 宮城 東北サーフ 4 宮城 マコガレイ 43.0 50 0.860 4 宮城県 石巻市 小竹浜

32 島上　健一郎 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 ヘダイ 47.1 55 0.856 3 三重県 熊野市 新鹿町

33 高見  茂 兵庫 龍野サーフC.C. 17 姫路 クロダイ 46.9 55 0.853 1 兵庫県 姫路市 吉美

34 堤　信行 広島 廿日市サーフ 30 柳井 クロダイ 46.7 55 0.849 7 山口県 周防大島町 小伊保田

35 伊藤　実徳 岡山 倉敷ツロットサーフ 25 下津井 コブダイ 63.5 75 0.847 5 香川県 丸亀市 広島

36 川上　博之 広島 広島リールクラブ 48 鹿児島・志布志 シマイサキ 38.1 45 0.847 2 鹿児島県 肝付町 内之浦北方

37 小林　和則 兵庫 TEAM　FREEDOM 19 宮津 マゴチ 54.5 65 0.838 8 京都府 伊根町 伊根港

38 藤原　圭三 岡山 投魂会 21 境港 ヒラメ 50.2 60 0.837 3 島根県 松江市 美保関

39 新開　泰行 岡山 恵比寿サーフ 26 笠岡 クロダイ 46.0 55 0.836 4 岡山県 笠岡市 白石島

40 末井　雅男 大阪 レインマンサーフ 20 鳥取東部 マゴチ 54.0 65 0.831 2 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町泊

41 三浦　隆和 北九州 飛幡サーフ 42 平戸 イラ 37.2 45 0.827 1 長崎県 平戸市 後平

42 大石　祥治 北九州 飛幡サーフ 48 鹿児島・志布志 クロダイ 45.4 55 0.825 9 鹿児島県 肝付町 岸良

43 表　芳彦 備後 岡本サーフ 27 弓削島 キジハタ 41.2 50 0.824 2 愛媛県 越智郡上島町 弓削

44 谷口　優 兵庫 和田宮サーフ 15 淡路島 マコガレイ 41.2 50 0.824 1 兵庫県 洲本市 古茂江

45 住田　安弘 広島 呉サーフ 29 呉 クロダイ 45.2 55 0.822 1 広島県 江田島市 沖美町岸根

46 有馬　洋一 宮城 宮城海游サーフ 4 宮城 マゴチ 53.2 65 0.818 2 宮城県 石巻市 北上川
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47 沢木　孝 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 カワハギ 28.6 35 0.817 1 三重県 熊野市 二木島町

48 今野　幸司 宮城 宮城海游サーフ 4 宮城 アイナメ 44.6 55 0.811 7 宮城県 石巻市 桃浦

48 長尾　誠 北九州 福岡サーフ 42 平戸 キチヌ 44.6 55 0.811 7 長崎県 佐世保市 神崎

50 廣瀬　多賀樹 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 キチヌ 44.6 55 0.811 1 三重県 紀北町 引本

51 山成　恭一 岡山 岡山五月会サーフ 25 下津井 クロダイ 44.5 55 0.809 4 香川県 丸亀市 本島

52 山路　康彦 愛媛 松山フィッシング 36 宇和島 イトヨリダイ 36.4 45 0.809 1 愛媛県 宇和島市 吉田町南君

53 松田　一博 香川 高松サーフ 34 香川 クロダイ 44.4 55 0.807 1 徳島県 鳴門市 北灘町　三津

54 長崎　廣美 岡山 岡山五月会サーフ 25 下津井 クロダイ 44.3 55 0.805 3 香川県 坂出市 櫃石島

55 天野　伸哉 愛媛 松山ｷｬｽﾀｰｽﾞ 35 中島 マダイ 56.1 70 0.801 3 愛媛県 松山市 中島町長浜

56 早川　浩司 三重 志摩サーフ 13 三重古江 カワハギ 27.9 35 0.797 4 三重県 尾鷲市 松本

57 堀田　公康 広島 呉キャスターズ 29 呉 クロダイ 43.7 55 0.795 1 広島県 呉市 倉橋町鹿島宮ノ口

58 河田　尚一 岡山 岡山近海サ-フ 24 宇野 クロダイ 43.6 55 0.793 6 香川県 直島町

59 長﨑　豊彦 高知 高知サーフ 40 宿毛 クロダイ 43.6 55 0.793 2 高知県 宿毛市 大島

60 網谷　保 大阪 アワジフィッシングクラブ 15 淡路島 マコガレイ 39.6 50 0.792 1 兵庫県 淡路市 志筑

61 本屋敷　保生 大阪 大阪アングラーズ 14 串本 キチヌ 43.5 55 0.791 6 和歌山県 勝浦港

62 糀谷　英明 兵庫 龍野サーフC.C. 17 姫路 キチヌ 43.5 55 0.791 2 兵庫県 たつの市 苅屋

63 池田　成寿 兵庫 神戸投翔会 15 淡路島 コブダイ 59.3 75 0.791 1 兵庫県 洲本市 内田

64 住川　英光 岡山 投魂会 21 境港 キジハタ 39.5 50 0.790 2 島根県 松江市 美保関

65 松岡　邦興 兵庫 神戸投翔会 15 淡路島 クロダイ 43.3 55 0.787 1 兵庫県 洲本市 内田

66 浜原　博己 広島 呉投友会 28 蒲刈 クロダイ 43.2 55 0.785 7 広島県 呉市 豊浜町豊島

67 林　利春 岡山 岡山ロイヤルサーフ 21 境港 マゴチ 51.0 65 0.785 1 島根県 松江市 森山

68 村田　忠義 広島 呉キャスターズ 29 呉 カワハギ 27.3 35 0.780 6 広島県 呉市 豊浜町大浜

69 亀山　静夫 香川 香川ドリームサーフ 34 香川 クロダイ 42.8 55 0.778 1 香川県 東かがわ市 潮越海岸

70 小川　茂彦 兵庫 西神戸アングラーズ 16 明石 カワハギ 27.2 35 0.777 5 兵庫県 淡路市 志筑

71 片山　一二三 岡山 岡山五月会サーフ 25 下津井 クロダイ 42.7 55 0.776 2 香川県 坂出市 向笠島

72 増田　光孝 愛媛 FLUCKS 38 今治 クロダイ 42.6 55 0.775 1 愛媛県 今治市吉海町 泊

73 有冨　英博 山口 西京　サーフ 23 田万川 カワハギ 27.1 35 0.774 1 山口県 阿武町 奈古

74 西村　良文 備後 三原サーフ 27 弓削島 クロダイ 42.5 55 0.773 2 愛媛県 越智郡上島町 生名

75 伊藤　正弘 岡山 吉備路釣好会 21 境港 マゴチ 50.0 65 0.769 1 鳥取県 境港市 県魚連

76 橋本　広志 兵庫 神戸パルFC 19 宮津 クロダイ 42.1 55 0.765 1 京都府 宮津市 由良

77 英　純一 大阪 東住吉サーフ 11 熊野 ヘダイ 42.0 55 0.764 3 和歌山県 新宮市 三輪崎港

78 磯野　渉 兵庫 西宮天狗クラブ 16 明石 キチヌ 42.0 55 0.764 1 兵庫県 神戸市 須磨

78 岸本　敏光 岡山 恵比寿サーフ 26 笠岡 マダイ 53.5 70 0.764 1 岡山県 笠岡市 白石島

80 戸田　智 大阪 大阪サーフ 14 串本 ヘダイ 41.8 55 0.760 3 和歌山県 新宮港

81 山崎　孝志 岡山 岡山近海サ-フ 24 宇野 クロダイ 41.7 55 0.758 5 香川県 向島

82 大野　孝広 宮城 仙台広瀬キャスターズ 4 宮城 アイナメ 41.5 55 0.755 3 宮城県 石巻市 長面

83 三好　建史 愛媛 松山リールクラブ 36 宇和島 カワハギ 26.4 35 0.754 5 愛媛県 西予市 三瓶町二及

84 深津　敏雄 愛知 豊橋サーフ 7 三保 マダイ 52.8 70 0.754 1 静岡県 清水市 清水区三保

85 真鍋　次郎 愛媛 西条フィッシャマン 38 今治 カワハギ 26.3 35 0.751 2 愛媛県 今治市宮窪町

85 野本　守一 愛媛 松山リールクラブ 39 松山 マダイ 52.6 70 0.751 2 愛媛県 松山市 南吉田

87 岡田　正時 愛媛 西四国サーフ 35 中島 イシガレイ 37.0 50 0.740 4 愛媛県 松山市 中島町西中

88 森岡　修 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 ヘダイ 40.7 55 0.740 2 三重県 熊野市 新鹿町

89 青木　定信 香川 香川鱗友サーフ 34 香川 クロダイ 40.7 55 0.740 1 徳島県 鳴門市 北灘町　三津

90 橋本　雅博 愛媛 松山リールクラブ 36 宇和島 トカゲエソ 48.0 65 0.738 3 愛媛県 宇和島市 津島町

91 下本　友一 広島 音戸サーフ 47 鹿児島・長島 クロダイ 40.5 55 0.736 2 鹿児島県 長島町 竹島

92 藤原　忠則 岡山 投魂会 26 笠岡 マコガレイ 36.8 50 0.736 1 岡山県 笠岡市 真鍋島岩場

93 和田　拓也 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 ヘダイ 40.4 55 0.735 1 三重県 熊野市 新鹿町

94 鈴木　健介 兵庫 サーフ縁FC 19 宮津 クロダイ 40.1 55 0.729 1 京都府 宮津市 獅子

94 小山　実 岡山 岡山五月会サーフ 25 下津井 スズキ 62.0 85 0.729 1 香川県 坂出市 櫃石島
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96 島岡　照男 大阪 東住吉サーフ 11 熊野 キチヌ 40.0 55 0.727 4 和歌山県 那智勝浦町 宇久井港

97 東海林　誠 宮城 仙台広瀬キャスターズ 4 宮城 スズキ 61.6 85 0.725 8 宮城県 石巻市 北上川

98 工藤　日出夫 兵庫 遊魚会 40 宿毛 イトヨリダイ 32.5 45 0.722 5 高知県 宿毛市 内外蒲

99 板垣　達哉 大阪 サーフ・エトワール 1 道央 クロガシラカレイ 36.0 50 0.720 1 北海道 室蘭市 室蘭港

100 白石　健二 広島 呉サーフ 29 呉 キチヌ 39.5 55 0.718 2 広島県 江田島市 江田島町幸ノ浦

101 柿本　耕作 和歌山 和歌山サーフ 12 和歌山 キチヌ 39.5 55 0.718 1 和歌山県 和歌山市 和歌山港

101 山田  渉 兵庫 龍野サーフC.C. 17 姫路 スズキ 61.0 85 0.718 1 兵庫県 姫路市 西汐入河口

103 荒木　嘉則 長崎 インター長崎 43 崎戸・大島 マダイ 50.0 70 0.714 2 長崎県 西海市 西海町鳥崎

104 山下　頼信 広島 広島グリーンキャスターズ 30 柳井 クロダイ 39.1 55 0.711 1 山口県 周防大島町 三蒲

105 木藤　崇史 広島 えのみやサーフ 29 呉 ネズミゴチ 28.4 40 0.710 6 広島県 江田島市 能美町美能

106 上浦　秀彦 広島 安芸サーフ 29 呉 クロダイ 38.6 55 0.702 2 広島県 江田島市 大柿町大君

107 田中　敏行 兵庫 龍野サーフC.C. 17 姫路 キチヌ 38.6 55 0.702 1 兵庫県 たつの市 苅屋

108 添田　純夫 兵庫 和田宮サーフ 15 淡路島 キチヌ 38.3 55 0.696 2 兵庫県 淡路市 佐野新島

109 柏野　恒男 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 マダイ 48.4 70 0.691 5 香川県 坂出市 櫃石島

110 山科　佳則 和歌山 サーフ紀州 12 和歌山 キチヌ 38.0 55 0.691 1 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

110 嶋尾　充治 兵庫 龍野サーフC.C. 17 姫路 ヘダイ 38.0 55 0.691 1 兵庫県 洲本市 由良

112 玉井　浩二 愛媛 東予サーフ 38 今治 ネズミゴチ 27.5 40 0.688 1 愛媛県 越智郡上島町

113 池田　光男 大阪 大阪アングラーズ 14 串本 ヘダイ 37.8 55 0.687 3 和歌山県 新宮港

114 上村　脩 広島 広島グリーンキャスターズ 30 柳井 クロダイ 37.6 55 0.684 1 山口県 柳井市 相ノ浦

115 中田　直 北海道 北海ｻｰﾌ 1 道央 クロガシラカレイ 33.9 50 0.678 1 北海道 苫小牧市 西港

115 吉岡　彰 愛媛 西条フィッシャマン 38 今治 アイナメ 37.3 55 0.678 1 愛媛県 今治市宮窪町

117 安原　宗彦 大阪 北斗サーフ 13 三重古江 マダイ 47.4 70 0.677 1 三重県 紀北町 引本

118 山下　公生 兵庫 遊魚会 40 宿毛 キチヌ 37.1 55 0.675 5 高知県 宿毛市 内外蒲

119 内山　聖往 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 キチヌ 37.0 55 0.673 1 三重県 紀北町 引本

119 田島　匠 愛媛 東予サーフ 38 今治 マダイ 47.1 70 0.673 1 愛媛県 越智郡上島町

121 畝木　敬之 大阪 東住吉サーフ 11 熊野 ヘダイ 36.6 55 0.665 2 和歌山県 那智勝浦町 宇久井

122 荒谷　ゆかり 島根 ＧＡＣサーフ 22 大田 クロダイ 36.6 55 0.665 1 島根県 大田市 仁万港

123 岡田　伯吉 三重 熊野サーフ 11 熊野 クロダイ 36.4 55 0.662 5 三重県 紀宝町 鵜殿

124 高橋　一樹 岡山 岡山近海サ-フ 24 宇野 マコガレイ 33.0 50 0.660 5 香川県 向島

125 孝原　隆治 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 マダイ 46.1 70 0.659 3 香川県 坂出市 与島

126 山本　利昭 和歌山 サーフ紀州 12 和歌山 キチヌ 36.2 55 0.658 2 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

127 小田　良平 広島 広島釣趣会 48 鹿児島・志布志 キチヌ 36.1 55 0.656 2 鹿児島県 肝付町 内之浦北方

128 下居　正宜 広島 広島サーフ 30 柳井 クロダイ 36.0 55 0.655 4 山口県 柳井市 伊保庄マリンパーク

129 松岡　正美 三重 熊野サーフ 11 熊野 ヘダイ 36.0 55 0.655 2 和歌山県 那智勝浦町 勝浦

130 宮本　健史 大分 ダイナミックサーフ 31 下　関 クロダイ 35.9 55 0.653 2 福岡県 北九州市 門司

131 橘　竜也 岡山 投魂会 26 笠岡 キジハタ 32.2 50 0.644 1 岡山県 笠岡市 真鍋島岩坪

132 貝原　常康 岡山 岡山五月会サーフ 25 下津井 マダイ 45.0 70 0.643 1 香川県 坂出市 向笠島

133 高橋　俊大 北海道 札幌サーフ 1 道央 クロガシラカレイ 32.1 50 0.642 2 北海道 苫小牧市 東港

134 杉峠　龍弥 大阪 アワジフィッシングクラブ 15 淡路島 キチヌ 35.1 55 0.638 1 兵庫県 淡路市 浦

135 髙木　重式 和歌山 サーフ紀州 12 和歌山 キチヌ 34.8 55 0.633 2 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

136 遠藤　慶裕 宮城 仙台広瀬キャスターズ 4 宮城 アイナメ 34.2 55 0.622 8 宮城県 石巻市 渡波

137 瀬合　睦三 兵庫 西神戸アングラーズ 16 明石 キチヌ 34.0 55 0.618 5 兵庫県 淡路市 志筑

138 横山　浩二 広島 呉投友会 28 蒲刈 アイナメ 34.0 55 0.618 4 広島県 呉市 下蒲刈町大地蔵

139 田口　美帆 中部 三河サーフ 9 敦賀 マゴチ 40.1 65 0.617 1 福井県 敦賀市 浦底

140 笹本　貴生 和歌山 サーフきのくに 12 和歌山 キチヌ 33.3 55 0.605 2 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

141 阪本　隆成 和歌山 サーフ紀州 12 和歌山 キチヌ 33.1 55 0.602 1 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

142 土上　頼成 北陸 能登中央サーフ 8 能登 クロダイ 33.0 55 0.600 2 石川県 輪島市 門前町黒島

143 内山　忠雄 大阪 高石サーフ 12 和歌山 クロダイ 32.5 55 0.591 2 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

144 中元　安彦 広島 呉サーフ 29 呉 マダイ 40.7 70 0.581 1 広島県 江田島市 江田島町幸ノ浦
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145 山本　和雄 和歌山 サーフ紀州 12 和歌山 キチヌ 31.7 55 0.576 1 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

146 尾上　章司 長崎 あじさいサーフ 43 崎戸・大島 ヘダイ 31.6 55 0.575 3 長崎県 西海市 西海町柳

147 岩本　浩 三重 熊野サーフ 11 熊野 キチヌ 31.6 55 0.575 1 三重県 紀宝町 鵜殿

148 山田　政幸 宮城 仙台広瀬キャスターズ 4 宮城 アイナメ 31.5 55 0.573 1 宮城県 石巻市 長面

148 山本　勝宣 大阪 西大阪サーフ 11 熊野 ヘダイ 31.5 55 0.573 1 三重県 紀北町 矢口浦

150 皆川　和則 大阪 アワジフィッシングクラブ 19 宮津 トカゲエソ 35.0 65 0.538 1 京都府 宮津市 矢原

151 谷口　整司 大阪 大阪釣友サーフ 13 三重古江 マダイ 34.7 70 0.496 2 三重県 紀北町 引本

152 風早　勇 備後 福山サーフ 27 弓削島 マダイ 34.6 70 0.494 15 愛媛県 越智郡上島町 弓削

153 岡島　秀樹 備後 三原サーフ 27 弓削島 マダイ 33.5 70 0.479 30 愛媛県 越智郡上島町 弓削

154 辻中　浩司 山口 関門サーフ 31 下　関 マダイ 30.0 70 0.429 5 山口県 下関市 アルカポート


