
本賞
魚名

優勝 伊東　勝美 山口 海王サーフ シロギス 32.0 長崎県 優勝 板見　慎治 長崎 インターナショナル長崎 コロダイ 78 長崎県
2 土手達馬 広島 音戸サーフ シロギス 31.9 鹿児島県 2 原田　隆行 岡山 西岡山フィッツ コブダイ 74 岡山県
3 岩本 真治 北九州 福岡サーフ シロギス 31.2 長崎県 3 宮岡　宏明 愛媛 長浜サーフ コブダイ 72.7 愛媛県
4 河原　秀明 広島 大野サーフ シロギス 31.1 鹿児島県 4 大西　裕昭 徳島 徳島キャスターズ スズキ 70.2 徳島県
5 中島　三四 山口 関門サーフ シロギス 31.1 山口県 5 広田　克比 岡山 岡山ロイヤルサーフ ヒラメ 70.1 岡山県
6 山内　公男 愛媛 松山リール シロキス 31.1 愛媛県 6 阿部　匡利 東北 宮城海遊サーフ スズキ 67.8 宮城県
7 宮元　周藏 備後 尾道磯釣サーフ シロギス 31.0 島根県 7 熊谷　嘉信 東北 仙台広瀬キャスターズ スズキ 67.3 宮城県
8 佐野田　英 長崎 長崎あじさいサーフ シロギス 30.9 長崎県 8 谷口　和弘 兵庫 神戸投翔会 カンダイ 66.9 兵庫県
9 安部 吉弘 北九州 門司サーフ シロギス 30.6 長崎県 9 吉田　　康暢 広島 安芸サーフ マダイ 65.2 広島県
10 岩部　浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ シロギス 30.6 島根県 10 三瓶 将孝 東北 東北サーフ スズキ 65.1 宮城県
11 井上　文雄 岡山 倉敷ツロットサーフ シロギス 30.6 島根県 11 三塚 誠 東北 東北サーフ スズキ 64.3 宮城県
12 高山利夫 大阪 大阪アングラーズ シロギス 30.5 和歌山県 12 人見　和伸 岡山 岡山うず潮サーフ スズキ 63.8 島根県
13 長尾 誠 北九州 福岡サーフ シロギス 30.4 長崎県 13 妹尾　克行 岡山 吉備路釣好会 スズキ 63.7 島根県
14 田口　辰男 北陸 能登中央サーフ シロギス 30.3 石川県 14 松原　宏之 兵庫 神戸投翔会 カンダイ 63.6 兵庫県
15 宮崎　正信 山口 西京サーフ シロギス 30.3 山口県 15 内田　晴久 岡山 岡山潮サーフ スズキ 63.1 香川県
16 三輪　勝浩 北九州 飛幡サーフ シロキス 30.2 鹿児島県 16 木下　昌彦 兵庫 レインボーキャスターズ カンダイ 62.2 兵庫県
17 中野　和彦 山口 海王サーフ シロギス 30.2 長崎県 17 仲原　亮爾 岡山 岡山春日サーフ スズキ 61.3 島根県
18 荒井　慶樹 愛媛 四国投友会 シロギス 30.1 長崎県 18 早川　浩司 三重 志摩サ－フ マゴチ 60.3 三重県
19 葛原　優治 三重 熊野サーフ シロギス 30.0 三重県 19 藤原　正一 岡山 岡山黒潮サーフ スズキ 60.3 岡山県
20 車谷 哲男 兵庫 ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｬｽﾀｰｽﾞ シロギス 30.0 長崎県 19 今井　徳雄 北陸 岩瀬釣友会 スズキ 60.3 石川県
21 岡山　春行 広島 呉投友会 シロギス 29.9 長崎県 21 小田　一行 広島 広島グリーンキャスターズ ヒラメ 60 島根県
22 蔵本　英幸 山口 海王サーフ シロギス 29.8 長崎県 22 中川　睦己 兵庫 関西サーフ スズキ 59 兵庫県
23 渡邉 雅俊 北九州 三萩野サーフ シロギス 29.8 長崎県 23 大森　加久 大阪 滋賀投友会 コロダイ 58.2 三重県
24 後藤　庸彦 愛媛 松山キャスターズ シロギス 29.6 愛媛県 24 桧垣　哲也 愛媛 東予サーフ スズキ 58 愛媛県
25 藤原　憲一 山口 下関サーフ シロギス 29.6 山口県 25 下本　友一 広島 音戸サーフ マダイ 57 鹿児島県
26 山下　重樹 愛媛 西条プリマサーフ シロギス 29.6 愛媛県 25 梅林　剛 鳥取 境港サーフ マゴチ 57 島根県
27 岩本 幸也 北九州 福岡サーフ シロギス 29.6 長崎県 27 岩田　薫 鳥取 出雲おろちサーフ スズキ 56.6 鳥取県
28 大西　重夫 大阪 泉サーフ シロギス 29.6 三重県 28 神沢　昭政 岡山 岡山フエニックスサーフ スズキ 56 岡山県
29 鈴木　靖彦 広島 スワローＦＣ シロギス 29.5 長崎県 29 生田　隆博 兵庫 神戸中央サーフ スズキ 55.5 福井県
30 樋口　尚志 北九州 福岡サーフ シロギス 29.5 長崎県 30 古川　文美 長崎 長崎サーフ マダイ 55 長崎県
31 市来　一生 広島 大野サーフ シロギス 29.5 鹿児島県 31 河辺　和敏 愛知 豊栄サーフ マゴチ 54.8 静岡県
32 谷丸　弘美 長崎 佐世保サーフ シロギス 29.3 長崎県 32 南東　慎二 広島 廿日市サーフ コブダイ 54.2 山口県
33 池内　一敬 愛媛 松山キャスターズ シロギス 29.2 愛媛県 33 三浦　良孝 東北 仙台青葉サーフ ヒラメ 54 新潟県
34 牧元　和仁 兵庫 神戸布引サーフ シロギス 29.2 兵庫県 34 門脇　保夫 高知 高知サーフ スズキ 53.8 高知県
35 徳本　浩 広島 えのみやサーフ シロギス 29.2 愛媛県 35 片岡　洋次 大阪 滋賀投友会 クロダイ 53.5 三重県
36 村上　一 愛媛 四国投友会 シロギス 29.1 長崎県 35 苅田　浩 鳥取 出雲おろちサーフ スズキ 53.5 鳥取県
37 小松　 巧 香川 高松サーフｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ シロギス 29.1 徳島県 37 竹内　智行 岡山 シーサイド岡山 コブダイ 53 香川県
38 青木　定信 香川 香川鱗友サーフ シロギス 29.1 徳島県 37 中田　康彦 岡山 倉敷ツロットサーフ マゴチ 53 島根県
39 下城　一夫 大分 大分サーフ シロキス 29.1 宮崎県 39 川村　正廣 高知 高知サーフ スズキ 52.1 高知県
40 竹内 義博 広島 廿日市サーフ シロキス 29.1 島根県 40 池田　成寿 兵庫 ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｬｽﾀｰｽﾞ カンダイ 51 兵庫県
41 大西　薫 大阪 泉サーフ シロギス 29.1 三重県 41 曽我　秀作 備後 水軍サーフ クロダイ 50.3 愛媛県
42 山口　正博 山口 西京サーフ シロギス 29.0 山口県 42 森田　隆昭 岡山 岡山フッコサーフ コブダイ 50 香川県
43 安田　道夫 広島 広島ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰｽﾞ シロキス 29.0 島根県 43 戸田　幸吉 大阪 滋賀投友会 クロダイ 49.6 福井県
44 山口　勝彦 大阪 高田サーフ シロギス 28.9 三重県 44 岸田　健司 北海道 はこだてサーフ アイナメ 49.3 北海道
44 阿井　豪敏 広島 呉キャスターズ シロギス 28.9 広島県 45 分島　隆冶 岡山 シーサイド岡山 マダイ 49.2 香川県
46 石川　卓美 備後 府中サーフ シロギス 28.8 長崎県 46 友田　祐介 岡山 ブラックキャスターズ ニベ 49 岡山県
47 藤原　圭三 兵庫 ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｬｽﾀｰｽﾞ シロギス 28.8 兵庫県 47 八浜　聰 兵庫 阪神サーフC.C マゴチ 48.7 京都府
48 岡田　正時 愛媛 西四国サーフ シロギス 28.7 愛媛県 48 三戸　庸行 広島 広島リールクラブ カンダイ 48.6 広島県
49 中村 正範 北九州 小倉メゴチサーフ シロギス 28.7 長崎県 49 輪島　祐一 北海道 はこだてサーフ アイナメ 48.3 北海道
50 仁井田　浩 高知 高知中央サーフ キュウセンベラ 28.7 高知県 50 渡辺　勝治 岡山 岡山ロイヤルサーフ マゴチ 48.2 島根県
51 野村　哲朗 広島 大野サーフ シロギス 28.6 鹿児島県 51 大西　啓文 徳島 徳島ひげサーフ マゴチ 48.1 徳島県
52 木村　佳樹 香川 香川鱗友サーフ シロギス 28.6 徳島県 52 菅原　隆 北海道 札幌サーフ アイナメ 48 北海道
53 嶋田　吉久 兵庫 神戸中央サーフ シロギス 28.6 兵庫県 53 平松　数典 北九州 飛幡サーフ クロダイ 48 鹿児島県
54 檜垣　俊之 広島 大野サーフ シロギス 28.6 長崎県 54 妹尾　剛士 岡山 吉備路釣好会 クロダイ 47.6 島根県
54 板野　雄次 岡山 倉敷ツロットサーフ シロギス 28.6 島根県 55 倉橋　保 愛媛 長浜サーフ クロダイ 47.6 愛媛県
56 笠柄　宇智 山口 海王サーフ シロギス 28.6 長崎県 56 富永　明久 愛媛 松山ビッグサーフ コブダイ 47.5 愛媛県
57 岩佐 修至 北九州 門司サーフ シロギス 28.6 鹿児島県 57 中斉　貴志 兵庫 ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｬｽﾀｰｽﾞ マゴチ 47.3 島根県
57 土井　孝 岡山 岡山ワールドサーフ シロギス 28.6 島根県 58 本田　　明 広島 安芸ｻｰﾌ クロダイ 47.3 愛媛県
59 平　秀昭 長崎 長崎サーフ シロギス 28.6 長崎県 59 坂本　達三 大阪 大阪サーフ マゴチ 47 京都府
60 前川　順一 三重 鈴鹿サーフ シロギス 28.6 三重県 60 松岡　邦興 兵庫 神戸投翔会 クロダイ 47 兵庫県
61 増田　公仙 備後 三原サーフ シロギス 28.5 愛媛県 61 河田　尚一 岡山 岡山近海サーフ クロダイ 46.9 香川県
62 藤原 雅人 千葉 福岡サーフ シロギス 28.5 長崎県 62 藤本　真一 大阪 ヤングサーフ トカゲエソ 46.6 和歌山県
63 田中　孝司 長崎 インターナショナル長崎 シロギス 28.5 長崎県 63 宮内　貞典 岡山 西岡山フィッツ マダイ 45.8 岡山県
63 桃谷　浩一 備後 吉和釣好会 シロギス 28.5 愛媛県 63 岩本　勝美 大阪 但馬豊岡サーフ マダイ 45.8 兵庫県
65 高垣　政敏 兵庫 伊弉諾SURF シロギス 28.5 兵庫県 65 重延　高一 愛媛 西四国ｻｰﾌ クロダイ 45.5 愛媛県
66 籾木　千年 大阪 関西暁サーフ シロギス 28.5 高知県 66 伊東　正八 和歌山 サーフきのくに クロダイ 45.5 和歌山県
67 亀井　一弘 兵庫 関西サーフ シロギス 28.5 兵庫県 67 加藤　修司 北海道 はこだてサーフ アイナメ 45.4 北海道
68 三崎　悟志 香川 ビッグキャスターズ シロギス 28.4 香川県 68 由元　　利広 広島 安芸サーフ クロダイ 45.2 愛媛県
69 戸倉　勲 千葉 千葉サーフ シロキス 28.4 鹿児島県 69 弟子丸　淳 岡山 玉野フィッシング クロダイ 45.2 香川県
70 戸川　秀樹 広島 呉サーフ シロギス 28.4 広島県 70 井本　亜紀 兵庫 神戸投魂会 クロダイ 45.2 兵庫県
71 多田　浩之 岡山 岡山ロイヤルサーフ シロギス 28.4 長崎県 70 高市　浩之 愛媛 楽釣会 キチヌ 45.2 愛媛県
72 竹内　英規 千葉 千葉サーフ シロギス 28.4 千葉県 72 藤森　隆司 岡山 西岡山フィッツ エソ 45 岡山県
72 国田 清 千葉 三萩野サーフ シロギス 28.4 長崎県 73 高橋　昭洋 三重 松阪サーフ マダイ 45 三重県
74 竹田 剛 備後 岡本サーフ シロギス 28.3 愛媛県 74 吉村　健一 大阪 大阪若潮サーフ マゴチ 44.9 島根県
75 町田 和夫 長崎 長崎サーフ シロギス 28.3 長崎県 75 川崎　昭弘 岡山 サーフオシア クロダイ 44.2 岡山県
76 高須賀　幸 広島 広島釣趣会 シロギス 28.2 山口県 76 平松　楠二 大阪 千亀利サーフ クロダイ 44.1 長崎県
77 長澤 修二 高知 屋島サーフ シロギス 28.2 愛媛県 77 風林　祐宣 北海道 はこだてサーフ アイナメ 43.9 北海道
77 日野　伸一 香川 西条プリマサーフ シロギス 28.2 愛媛県 78 馬場　謙治 大阪 大阪釣友サーフ キチヌ 43.8 三重県
79 川上 勝紀 北九州 門司サーフ シロギス 28.2 長崎県 79 横川　進発 兵庫 神戸中央サーフ クロダイ 43.4 兵庫県
79 宮田　宗治 三重 鈴鹿サーフ シロギス 28.2 福井県 80 飯塚　倫明 広島 廿日市サーフ クロダイ 42.5 山口県
81 柳本　佳男 大阪 門真サーフ シロギス 28.1 兵庫県 81 山下　昌稔 香川 観音寺サーフ四季の会 キチヌ 42.4 高知県
81 中尾　英史 香川 香川鱗友サーフ シロギス 28.1 徳島県 82 小谷 優次 北九州 投好会 マダイ 42.2 長崎県
83 青木 保夫 北九州 戸畑サーフ シロギス 28.1 長崎県 83 西尾 泰広 兵庫 伊弉諾SURF クロダイ 42 兵庫県
84 福井　栄治 岡山 岡山ロイヤルサーフ シロギス 28.1 香川県 84 下居　正宣 広島 広島サーフ クロダイ 41.8 山口県
85 竹村　信一 北九州 飛幡サーフ シロキス 28.1 鹿児島県 85 澤居 和則 和歌山 サーフきのくに クロダイ 41.6 和歌山県
86 友安 逸男 広島 廿日市サーフ シロギス 28.1 長崎県 86 佐藤　裕二 中部 一宮サーフ クロダイ 41.6 三重県
87 正岡　貴幸 愛媛 西四国サーフ シロギス 28.1 愛媛県 87 福田　昭穂 大阪 大阪釣友サーフ キチヌ 41.2 三重県
88 小澤　明博 愛媛 西条プリマサーフ シロギス 28.1 愛媛県 88 堀　正久 長崎 長崎サーフ マダイ 41 長崎県
89 浜口　潤吉 大阪 レインマンサーフ シロギス 28.1 鳥取県 89 小嶋　好晴 岡山 岡山潮サーフ クロダイ 41 香川県
90 下瀬　政記 鳥取 出雲おろちサーフ シロギス 28.0 山口県 90 谷本　一政 広島 呉投友会 マダイ 40.8 鹿児島県
91 原野　充則 備後 三原サーフ シロギス 28.0 愛媛県 91 片山 利雄 備後 三原サーフ クロダイ 40.5 愛媛県
92 松井　庸雄 岡山 岡山ロイヤルサーフ シロギス 28.0 岡山県 92 山城　安勝 広島 呉投友会 ウシノシタ 40 鹿児島県
93 浦田　誠吾 北九州 飛幡サーフ シロキス 28.0 鹿児島県 93 港　 太郎 香川 瀬戸大橋クラブ マダイ 39.9 香川県
94 上田　茂孝 長崎 長崎あじさいサーフ シロギス 28.0 長崎県 94 藤島　浩規 広島 広島釣趣会 クロダイ 39.8 山口県
95 中村　英雄 長崎 長崎あじさいサーフ シロギス 28.0 長崎県 95 野口　宰男 兵庫 明石サーフ カンダイ 39.7 兵庫県
96 大石　冨士 香川 香川ドリームサーフ シロギス 28.0 徳島県 96 茶谷　茂生 兵庫 神戸中央サーフ キビレチヌ 39.7 兵庫県
97 丸山　真二 大阪 泉サーフ シロギス 28.0 三重県 97 小山　敏之 岡山 岡山佐伯サーフ マダイ 39.5 岡山県
98 藤本　武夫 北九州 飛幡サーフ シロキス 28.0 鹿児島県 98 清水　良雄 岡山 岡山マスターズ キチヌ 39.4 徳島県
98 岡野　廣 山口 下関サーフ シロギス 28.0 山口県 99 中田　一郎 岡山 岡山黒潮サーフ マダイ 39.1 岡山県
100 藤井　玄一 大阪 北斗サーフ シロギス 28.0 和歌山県 100 小島　国靖 愛知 愛知黒潮サーフ クロダイ 38.1 三重県

100 山口　成一 大阪 大阪臥竜サーフ シマイサキ 38.1 鹿児島県
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