
● 日　　時 平成19年4月22日 午前０時より
● 釣　　場 指定７会場
● 参加人員 ３３３名（婦・少年６名）
● プロジェクト

優勝 滋賀投友会 ２４６．２ｃｍ

準優勝 高槻サーフ ２２５．９ｃｍ
３位 西大阪サーフ ２２４．９ｃｍ

《本賞の部》 全日本対象魚２匹合計長寸

魚名 寸法 魚名 寸法
優　勝 薄田 健吾 大阪サーフ コブダイ 78.1 キチヌ 41.8 119.9 紀ノ川

準優勝 立石 清 西大阪サーフ マゴチ 65.0 アイナメ 22.5 87.5 菅島新波止
3 宮原 崇憲 滋賀投友会 クロダイ 46.4 クロダイ 40.3 86.7 菅島グンカン
4 片狩 覚 高槻サーフ クロダイ 44.5 キチヌ 41.7 86.2 阿南市
5 清水 忠 北斗サーフ マダイ 59.5 マコガレイ 24.8 84.3 北泊
6 大森 加久男 滋賀投友会 マゴチ 57.4 カサゴ 25.4 82.8 菅島グンカン
7 福井 清身 船場サーフ キチヌ 41.4 キチヌ 41.0 82.4 阿南市木原
8 阪口 真一 貝塚サーフ キチヌ 40.4 キチヌ 40.0 80.4 紀ノ川
9 岡本 治 貝塚サーフ キチヌ 40.6 キチヌ 36.5 77.1 紀ノ川

10 瀧井　義士 滋賀投友会 クロダイ 42.7 アイナメ 34.0 76.7 小浜
11 金森 稔 ヤングサーフ トカゲエソ 41.2 ニベ 35.0 76.2 煙樹ヶ浜
12 太田 豊博 西大阪サーフ マコガレイ 38.2 アイナメ 37.3 75.5 桃取
13 玉井 靖彦 ヤングサーフ キチヌ 39.9 キチヌ 35.2 75.1 小松島一文字
14 上田 英男 高槻サーフ コブダイ 44.4 アイナメ 27.0 71.4 北泊
15 有光 伸悟 北斗サーフ コブダイ 41.8 アイナメ 29.6 71.4 北泊
16 濱 正則 大阪アングラーズ アイナメ 40.1 アイナメ 30.9 71.0 カニカゴ
17 東條 義晴 大阪若潮サーフ ニベ 35.5 ニベ 35.4 70.9 煙樹ヶ浜
18 須藤　寛 滋賀投友会 アイナメ 35.5 アイナメ 35.1 70.6 小浜
19 石崎 孝二 門真サーフ アイナメ 37.9 アイナメ 32.0 69.9 境水道（弓北）
20 中村 武彦 サーフ・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞ アイナメ 37.3 アイナメ 32.3 69.6 香住
21 吉田 勝 高槻サーフ コブダイ 44.5 アイナメ 23.8 68.3 北泊
22 片岡 洋次朗 滋賀投友会 アイナメ 40.7 アイナメ 26.3 67.0 小浜
23 沢田 孝治 大阪アングラーズ アイナメ 40.5 マコガレイ 26.2 66.7 自衛隊前
24 己野 茂 泉陽サーフ キチヌ 42.2 マダイ 24.3 66.5 田辺港
25 出口　貞雄 千亀利サーフ エソ 36.5 ニベ 30.0 66.5 和歌川
26 藤本 真一 ヤングサーフ マゴチ 39.5 カサゴ 26.9 66.4 境水道
27 誉田 秀雄 船場サーフ トカゲエソ 47.3 シロギス 19.0 66.3 阿南市椿泊
28 山川 茂 高石サーフ マコガレイ 34.3 シログチ 31.5 65.8 岬町、観音崎
29 内山 忠雄 高石サーフ キチヌ 40.0 クジメ 25.4 65.4 紀ノ川、番川
30 平井 一男 関西投友釣クラブ アイナメ 37.3 アイナメ 28.0 65.3 自衛隊前
31 峰松 啓祐 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾌ コブダイ 49.9 カサゴ 15.0 64.9 洲本
32 中村 省三 大阪黒潮サーフ マダイ 43.0 カサゴ 20.8 63.8 亀浦
33 白杉 泰久 大阪黒潮サーフ イシガレイ 35.8 アイナメ 27.6 63.4 亀浦
34 大田 明彦 関西投友釣クラブ アイナメ 36.7 アイナメ 26.5 63.2 境港
35 本村 雅弘 サーフ・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞ アイナメ 37.7 アイナメ 25.3 63.0 香住
36 山崎 正 ＯＫＡＣ アイナメ 38.4 マコガレイ 24.5 62.9 境水道
37 裏野 和彦 なにわｷｬｽﾀｰｽﾞ マコガレイ 38.6 アイナメ 24.0 62.6 境水道　白灯
38 山本 孝 関西暁サーフ アイナメ 36.4 マコガレイ 25.5 61.9 大神子
39 永沢 弘雄 西大阪サーフ アイナメ 35.2 アイナメ 26.7 61.9 桃取
40 森 良司 大阪投友会 アイナメ 37.0 キュウセン 24.7 61.7 佐田浜
41 有本 一行 泉陽サーフ キチヌ 40.1 シロギス 21.0 61.1 田辺市内之浦
42 養老 秀一 大阪黒潮サーフ コブダイ 30.8 コブダイ 29.5 60.3 亀浦
43 網谷 保 アワジフィッシング アイナメ 32.4 アイナメ 27.7 60.1 福浦
44 籾木 千年 関西暁サーフ マコガレイ 31.1 カサゴ 28.9 60.0 阿南市椿泊
45 神藤 正人 貝塚投研会 キチヌ 36.2 キチヌ 23.6 59.8 有田川
46 山本 清彦 西大阪サーフ アイナメ 31.3 カワハギ 28.5 59.8 菅島一文字
47 吉川　憲久 貝塚サーフ キチヌ 38.7 キチヌ 20.6 59.3 紀ノ川
48 今仲 輝夫 ＯＫＡＣ マコガレイ 41.1 マコガレイ 18.1 59.2 境水道
49 山下 幸治 貝塚サーフ キチヌ 37.5 キチヌ 21.5 59.0 紀ノ川
50 小山 昌彦 アワジフィッシング マコガレイ 29.5 カサゴ 29.5 59.0 福浦

《他魚の部》
順位 氏名 クラブ名 寸法(CM)

優　勝 野村 顕治 大阪アングラーズ 77.5 カニカゴ
準優勝 押川 修三 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾌ 71.2

3 太田 治良蔵 大阪サーフ 67.0
4 澤田 栄二 関西投友釣クラブ 64.8 境水道　森山
5 松田 貞雄 門真サーフ 63.1

合計（ｃｍ） 釣場名

第118回大阪協会春季大会成績

◆　個人成積

2匹の内訳

大阪黒潮サーフ

宮原 崇憲 ８６．７cm、大森 加久男　８２．８cm、瀧井　義士 ７６．７cm

◆　団体戦成績（3名合計）

順位 氏名 クラブ名

釣場名

洲本
外江

宇井

スズキの大物ランク以上


