
■ 日 　時 ：
■ 場 　所 ：
■ 対象魚 ：

■ 参加人員 ：
■ 大会ＰＴ ：
【団体戦成績】

優　 勝＝ 137.1㎝

準優勝＝ 133.2㎝
第３位＝ 133.1㎝

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

1 関西暁サーフ 重成　忠明 コロダイ 60.8 ヘダイ 35.4 96.2 王子ヶ浜・日置大浜

2 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 イ　ラ 48.5 マダイ 29.2 77.7 紀伊由良

3 なにわキャスターズクラブ 西橋　浩 マコガレイ 39.3 キチヌ 37.7 77.0 鳴門里浦

4 ヤングサーフ 井口　芳之 キチヌ 36.0 コイチ 35.3 71.3 紀ノ川

5 アワジフィッシングクラブ 長岡　修 キチヌ 39.7 シログチ 30.7 70.4 神戸港・武庫川

6 滋賀投友会 片岡　洋次朗 ヘダイ 48.7 カサゴ 20.7 69.4 日置

7 長居フィッシングクラブ 六車　健一 キチヌ 43.5 マコガレイ 23.8 67.3 新淀川・松帆

8 アワジフィッシングクラブ 西　隆志 キチヌ 40.2 シログチ 26.5 66.7 神戸港・武庫川

9 滋賀投友会 須藤　寛 クロダイ 40.9 カサゴ 22.9 63.8 日置川

10 船場サーフ 長谷川　雅之 キチヌ 37.0 イシガレイ 26.6 63.6 紀ノ川

11 アワジフィッシングクラブ 網谷　保 アイナメ 33.2 カサゴ 24.6 57.8 吉野川河口

12 なにわキャスターズクラブ 坂本　照治 キチヌ 36.6 カサゴ 19.8 56.4 鳴門岡崎

13 ヤングサーフ 佐藤　芳一 ニベ 30.1 シマイサキ 25.1 55.2 紀ノ川

14 鷺洲シルバーサーフ 川村　日一 マコガレイ 35.7 マダイ 19.1 54.8 福良

15 西大阪サーフ 和田　拓也 アイナメ 29.5 クロダイ 25.1 54.6 鳴門

16 西大阪サーフ 太田　豊博 アイナメ 29.4 カサゴ 24.5 53.9 鳴門岡崎

17 滋賀投友会 西澤　光 クロダイ 35.9 カサゴ 17.0 52.9 日置川

18 鷺洲シルバーサーフ 池澤　常行 アイナメ 34.7 シロギス 18.1 52.8 福良

19 なにわキャスターズクラブ 裏野　和彦 マコガレイ 28.7 カサゴ 23.7 52.4 鳴門岡崎

20 高槻サーフ 西村　三寿夫 シログチ 26.5 キチヌ 25.7 52.2 新宮

21 大阪黒潮サーフ 田中　良平 メイタガレイ 32.2 アイナメ 19.2 51.4 鳴門土佐泊

22 アワジフィッシングクラブ 今本　和孝 シログチ 31.3 カサゴ 18.4 49.7 神戸港

23 北斗サーフ 清水　忠 マコガレイ 24.6 カサゴ 23.5 48.1 鳴門北泊

24 アワジフィッシングクラブ 清水　久弘 シログチ 27.5 カサゴ 19.7 47.2 神戸港

25 アワジフィッシングクラブ 笠松　賢次 カサゴ 23.2 シロギス 21.8 45.0 吉野川河口

26 大阪臥竜サーフ 新里　綾子 キチヌ 25.2 カサゴ 18.9 44.1 和歌山港

27 鷺洲シルバーサーフ 浅井　卓美 カサゴ 23.4 マハゼ 20.5 43.9 福良

28 鷺洲シルバーサーフ 橋野　正一 マコガレイ 22.3 メバル 20.1 42.4 福良

1 西大阪サーフ 山本　勝宣 ヒラスズキ 69.6

2 サーフ・スキッパーズ 湯浅　研史 スズキ 56.4

3 大阪臥竜サーフ 大辻　晃太郎 スズキ 54.1

順位

140名（うち女性・少年3名）
滋賀投友会

2匹の内訳
会員名

アワジフィッシングクラブ

滋賀投友会
なにわキャスターズクラブ

（A　長岡　修　70.4㎝　　　B　西　隆志　66.7㎝）

　第154回　大阪協会初釣り大会　

寸法　㎝順位 クラブ名 会員名 魚名

他魚の部

本賞の部

釣り場
合計

㎝
クラブ名

2020年（令和2年）年2月2日（日）中潮　　天候 : 晴れ
自由
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）

入賞は２８位まで

入賞は３位まで

富田浜

紀ノ川

紀ノ川

釣り場


