
日　 時：平成１９年１０月２８日（日）　大潮　　午前零時より 釣   場：自由
対象魚：本賞の部＝全日本サーフ連盟対象魚２匹の合計（スズキ、コブダイ除く）
　　　　　他魚の部＝スズキ、コブダイの１匹長さ（大物ランク魚以上に限る）

魚名 寸法（㎝） 魚名 寸法（㎝）
優勝 大阪 大阪サーフ 柿山　賢治 コロダイ 61.0 コロダイ 53.4 114.4 高知県大方町上川口

準優勝 大阪 西大阪サーフ 永沢　弘雄 コイチ 50.1 コイチ 44.5 94.6 香川県多度津
3 和歌山 サーフ紀州 空山　佳弘 マゴチ 52.2 トカゲエソ 40.3 92.5 和歌山県紀ノ川
4 愛媛 西四国サーフ 田村　雅邦 コロダイ 55.0 コロダイ 36.7 91.7 高知市種崎
5 大阪 ヤングサーフ 金森　稔 エソ 48.2 エソ 41.1 89.3 炬ノ口
6 大阪 門真サーフ 石崎　孝二 ニベ 48.6 トカゲエソ 38.0 86.6 多度津
7 愛媛 松山フィッシング 松下　悟之 コイチ 44.2 コイチ 42.4 86.6 香川県多度津市多度津港
8 香川 善通寺サーフ 大河内　浩之 マゴチ 44.5 コイチ 42.0 86.5 香川県坂出市番ノ州
9 大阪 大阪黒潮サーフ 田中　良平 エソ 44.9 エソ 38.1 83.0 粟津
10 大阪 大阪黒潮サーフ 白杉　泰久 トカゲエソ 40.6 マゴチ 40.4 81.0 粟津
11 大阪 関西投友釣クラブ 澤田　栄二 コイチ 43.6 トカゲエソ 36.8 80.4 香川県　多度津
12 兵庫 阪神サーフ 藤原　康伸 エソ 42.5 エソ 36.5 79.0 佐野新島
13 高知 ＲＹＯＭＡサーフ 吉永　武司 コイチ 47.0 クロダイ 30.1 77.1 香川県丸亀町昭和
14 和歌山 和歌山キャスターズ 伊藤　好則 コイチ 45.6 シログチ 30.6 76.2 香川県多度津町
15 大阪 大阪釣友サーフ 福田　昭穂 クロダイ 47.5 クロダイ 28.6 76.1 橘湾
16 大阪 長居フィッシングクラブ 阪田　正 トカゲエソ 38.5 トカゲエソ 36.6 75.1 津名
17 大阪 北斗サーフ 藤井　玄一 エソ 37.0 エソ 36.6 73.6 佐野埋立地
18 大阪 サンライズサーフ 村岡　和行 トカゲエソ 47.1 シロギス 26.2 73.3 淡路　洲本
19 大阪 大阪臥竜サーフ 小西　健治 キチヌ 37.4 キチヌ 35.9 73.3 和田島
20 大阪 高槻サーフ 上田　英男 クロダイ 47.9 カワハギ 24.9 72.8 阿万

グ

《本賞の部》

大阪協会結成40周年記念大会

順位 協会名 クラブ名 氏名
2匹の内訳

合計（㎝） 釣場名

21 大阪 西大阪サーフ 大野　健太郎 コイチ 37.2 シログチ 35.5 72.7 下津井　杓島
22 大阪 西大阪サーフ 平瀬　亮平 コイチ 47.4 シログチ 25.2 72.6 下津井　杓島
23 大阪 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 コロダイ 45.7 コロダイ 26.9 72.6 高知県　種崎
24 兵庫 阪神サーフ 田中　初幸 キチヌ 40.2 マコガレイ 32.0 72.2 福良・津名
25 大阪 西大阪サーフ 太田　豊博 コイチ 41.8 シログチ 30.1 71.9 香川県多度津
26 大阪 長居フィッシングクラブ 滝本　宗生　 トカゲエソ 38.5 トカゲエソ 32.2 70.7 津名
27 大阪 門真サーフ 松田　貞雄 シログチ 35.2 シログチ 35.1 70.3 香川県　香田
28 大阪 アワジフィッシングクラブ 長谷川　靖之 マダイ 38.2 マコガレイ 31.9 70.1 明石港
29 大阪 北斗サーフ 福岡　登志雄 トカゲエソ 36.3 トカゲエソ 33.1 69.4 淡路　道の駅
30 愛媛 西四国サーフ 岡田　正時 コロダイ 39.8 キチヌ 29.5 69.3 高知市種崎
31 徳島 徳島セントラルサーフ 塩田　淳 シログチ 35.8 シログチ 32.8 68.6 香川　蓬莱
32 大阪 貝塚サーフ 濱田　民生 シログチ 35.8 シログチ 32.6 68.4 紀ノ川
33 大阪 船場サーフ 西埜　理 クロダイ 41.5 キチヌ 26.0 67.5 徳島県阿南市橘湾
34 大阪 高槻サーフ 脇　照弘 キチヌ 40.1 クロダイ 26.9 67.0 阿南　椿町
35 大阪 門真サーフ 岡本　健資 コイチ 35.1 コイチ 31.3 66.4 多度津西
36 大阪 関西暁サーフ 峠坂　清人 マダイ 44.4 キュウセン 21.6 66.0 福良
37 大阪 関西投友釣クラブ 越田　学 コイチ 37.4 シログチ 28.1 65.5 香川県　多度津
38 愛媛 松山フィッシング 森　定明 コイチ 33.1 コイチ 32.4 65.5 多度津西護岸
39 大阪 泉サーフ 岡本　秀城 コイチ 40.3 シログチ 25.0 65.3 高松
40 大阪 門真サーフ 早川　鉄雄 シログチ 33.9 シログチ 31.4 65.3 香川県　香田
41 大阪 大正サーフ 原　達也 コイチ 38.8 シログチ 25.9 64.7 岡山　大畠
42 香川 善通寺サーフ 宮本　清一 コイチ 32.7 コイチ 31.8 64.5 香川県三豊市積漁港
43 大阪 大正サーフ 柴田　喜一郎 イシガレイ 38.9 カサゴ 25.3 64.2 香川県庵治　笹尾
44 香川 善通寺サーフ 中村　康浩 キチヌ 37.1 シログチ 27.0 64.1 香川県坂出市番ノ州
45 大阪 大正サーフ 田中　速雄 コイチ 40.8 シログチ 22.6 63.4 岡山　大畠
46 大阪 関西投友釣クラブ 福田　昌弘 シログチ 33.2 シログチ 30.2 63.4 香川県　昭和町
47 大阪 アワジフィッシングクラブ 平村　征寛 マコガレイ 35.5 マダイ 27.5 63.0 明石一文字
48 大阪 西大阪サーフ 村部　正純 シログチ 31.3 シログチ 31.2 62.5 岡山　上水島

ギ49 和歌山 サーフきのくに 田中　裕之 エソ 41.2 シロギス 21.0 62.2 佐野
50 和歌山 和歌山キャスターズ 久保田　寧 コイチ 43.5 マダイ 18.6 62.1 香川県多度津町
51 和歌山 和歌山サーフ 深田　吉宣 シログチ 32.3 シログチ 29.7 62.0 紀ノ川
52 香川 善通寺サーフ 杉原　啓三 コイチ 32.1 コイチ 29.7 61.8 香川県三豊市積漁港
53 大阪 大阪釣友サーフ 竹内　先 コロダイ 40.8 マダイ 20.3 61.1 高知県　種崎
54 愛媛 瀬戸内サーフ 相原　富雄 トカゲエソ 38.4 マダイ 22.7 61.1 徳島　鳴門
55 大阪 長居フィッシングクラブ 柴田　雄久 マコガレイ 31.4 マコガレイ 28.9 60.3 松帆
56 大阪 関西投友釣クラブ 青木　昇 シログチ 30.6 シログチ 29.6 60.2 香川県　多度津
57 大阪 大正サーフ 藤川　明 コイチ 45.4 マダイ 14.6 60.0 岡山　大畠
58 大阪 門真サーフ 河田　一也 シログチ 30.1 シログチ 29.9 60.0 香川県　昭和町
59 大阪 大阪黒潮サーフ 中村　省三 マゴチ 41.5 カサゴ 18.4 59.9 粟津
60 大阪 サーフ・スキッパーズ 新屋　和義 マコガレイ 31.7 シロギス 27.8 59.5 淡路　育波
61 大阪 船場サーフ 加藤　新一 クロダイ 30.9 キチヌ 28.5 59.4 徳島県阿南市橘湾
62 大阪 関西投友釣クラブ 松田　敏柾 ニベ 32.4 シロギス 26.1 58.5 香川県　多度津
63 大阪 大阪銀鱗投友会 柏原　昭博 キジハタ 41.0 マダイ 17.0 58.0 岡山県　下津井
64 兵庫 姫路しらさぎサーフ 飯塚　太郎 クロダイ 35.5 キュウセン 21.8 57.3 佐野
65 大阪 六文銭フィシングクラブ 小寺　貞三 トカゲエソ 35.2 シロギス 22.1 57.3 浦港
66 大阪 貝塚サーフ 岡本　治 キチヌ 29.2 キチヌ 27.6 56.8 紀ノ川
67 大阪 船場サーフ 野口　寛一 クロダイ 27.5 クロダイ 29.2 56.7 徳島県阿南市橘湾
68 兵庫 レインボーキャスターズ 松尾　幸浩 マコガレイ 28.2 マダイ 28.3 56.5 アジュール舞子
69 大阪 大阪サーフ 佐織　尚史 マコガレイ 39.3 マダイ 16.6 55.9 東二見
70 兵庫 神戸投翔会 松原宏之 マコガレイ 32.9 マコガレイ 22.6 55.5 本庄
71 大阪 サンライズサーフ 千葉　和彦 マコガレイ 33.6 シロギス 21.6 55.2 淡路　鳥飼
72 大阪 高石サーフ 山川　茂 マコガレイ 29.0 シロギス 26.0 55.0 内田海岸
73 大阪 西大阪サーフ 佐々木　稔 コイチ 33.0 シログチ 21.7 54.7 下津井　大杓島
74 大阪 貝塚サーフ 大内　秀夫 シログチ 33.1 クロダイ 21.5 54.6 紀ノ川
75 大阪 六文銭フィシングクラブ 関本　秀伸 クロダイ 29.6 マコガレイ 24.7 54.3 釜口漁港南
76 大阪 大阪アングラーズ 本屋敷　保生 シロギス 27.7 シロギス 26.5 54.2 久留麻海岸

大 高槻 駒 道彦 椿77 大阪 高槻サーフ 駒村　道彦 キチヌ 35.2 キチヌ 18.9 54.1 阿南　椿町
78 兵庫 阪神サーフ 小林　美文 マコガレイ 32.5 マダイ 21.6 54.1 大磯
79 大阪 大阪アングラーズ 松永　徳幸 マコガレイ 31.6 キチヌ 22.5 54.1 淡路　福良港
80 大阪 長居フィッシングクラブ 六車　健一 マコガレイ 30.5 シロギス 23.6 54.1 浅野漁港
81 大阪 船場サーフ 長谷川　雅之 キチヌ 27.4 キチヌ 26.7 54.1 徳島県阿南市橘湾
82 大阪 滋賀投友会 吉村　久夫 ニベ 29.4 ニベ 24.4 53.8 播磨新島
83 大阪 ヤングサーフ 玉井　康彦 シロギス 28.0 クロダイ 25.8 53.8 炬ノ口
84 大阪 大阪銀鱗投友会 栗谷　浩 シログチ 30.0 シログチ 23.4 53.4 岡山県　倉敷市　大室
85 大阪 滋賀投友会 宮川　千秋 マコガレイ 30.0 シロギス 23.2 53.2 播磨新島
86 大阪 高槻サーフ 北　明彦 シロギス 26.8 シロギス 26.4 53.2 阿万
87 大阪 東住吉サーフ 島岡　照男 トカゲエソ 35.5 シロギス 17.5 53.0 津名港
88 大阪 高槻サーフ 片狩　覚 マコガレイ 27.3 マコガレイ 25.2 52.5 育波
89 大阪 泉サーフ 大西　薫 マコガレイ 25.2 エソ 26.9 52.1 丸山港
90 大阪 滋賀投友会 山本　明 マコガレイ 32.6 カサゴ 19.2 51.8 淡路　翼港
91 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 池澤　常行 クロダイ 27.0 シロギス 24.7 51.7 日出港
92 大阪 大阪サーフ 太田　治良蔵 マコガレイ 34.2 マダイ 17.4 51.6 東二見
93 大阪 大正サーフ 勝田　昭治 マダイ 35.9 マダイ 15.5 51.4 香川県　竹居漁港
94 兵庫 阪神サーフ 八浜　聴 トカゲエソ 37.0 キュウセン 14.3 51.3 大磯港
95 大阪 門真サーフ 山本　正行 シログチ 27.0 シログチ 24.2 51.2 多度津西
96 兵庫 レインボーキャスターズ 中嶋　進一郎 マコガレイ 30.4 シロギス 20.7 51.1 明石市二見
97 兵庫 レインボーキャスターズ 鶴田　和治 イシガレイ 27.9 カサゴ 22.9 50.8 岩屋港
98 大阪 大阪投友会 廣瀬　益美 キジハタ 31.2 アイナメ 19.5 50.7 富島
99 大阪 高槻サーフ 竹中　雅和 シロギス 26.1 シロギス 24.5 50.6 阿万
100 大阪 関西投友釣クラブ 猪飼　時茂 シログチ 25.1 マコガレイ 25.5 50.6 香川県　昭和町

順位 協会名 クラブ名 氏名 魚名 寸法（㎝）
優勝 大阪 大正サーフ 勝田　光一 コブダイ 72.1 塩田漁港

勝 大 ズ

《他魚の部》
釣場名

準優勝 大阪 大正サーフ 西岡　正和 スズキ 70.0 竹居漁港
3 兵庫 姫路しらさぎサーフ 橋本　崇平 スズキ 64.4 佐野
4 大阪 サーフ和 野端　幸正 スズキ 58.7 淀川
5 大阪 西大阪サーフ 大鹿　俊一 スズキ 57.7 岡山県上水島


