
番号 協会名 クラブ名 氏　　名 魚種 寸法 魚種 寸法 合計寸法 釣り場
1 兵庫 レインボーキャスターズ 奥田　佳正 カレイ 33.4 エソ 46.8 80.2 水の大師
2 大阪 貝塚サーフ 三間　健太郎 カレイ 37.2 カレイ 35.7 72.9 福良
3 兵庫 西宮天狗クラブ 川端　竜二 カレイ 39.5 カレイ 33.2 72.7 轟木
4 兵庫 和田宮サーフ 西田　稔夫 カレイ 35.5 カレイ 36.2 71.7 炬口
5 大阪 レインマンサーフ 上野　雅春 カレイ 30.2 エソ 41.0 71.2 福良
6 大阪 大阪サーフ 伊達　浩憲 カレイ 33.2 カレイ 36.1 69.3 福良
7 兵庫 投技会 福岡　　浩 カレイ 36.5 カレイ 32.2 68.7 福良
8 大阪 西大阪サーフ 永沢　弘雄 カレイ 34.1 カレイ 33.2 67.3 福良
9 大阪 北斗サーフ 安田　哲 カレイ 25.0 キチヌ 42.2 67.2 由良
10 兵庫 和田宮サーフ 今橋　真人 カレイ 28.1 エソ 38.3 66.4 釜口
11 大阪 大阪黒潮サーフ 中村　省三 カレイ 32.4 カレイ 33.5 65.9 洲本
12 兵庫 神戸投魂会 大山　廣之 カレイ 34.3 アイナメ 31.1 65.4 岩屋
13 兵庫 神戸中央サーフ 菅長　裕之 カレイ 31.3 カレイ 33.5 64.8 江崎
14 大阪 西大阪サーフ 大野　健太郎 カレイ 32.7 カレイ 30.6 63.3 鵜崎
15 大阪 サーフ・フックライン 鶴田　隆義 アイナメ 35.1 カサゴ 27.6 62.7 由良
16 兵庫 阪神サーフ 小林　美文 カレイ 30.5 カレイ 32.1 62.6 津名
17 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 寒川　保 カレイ 33.9 カレイ 28.3 62.2 室
18 兵庫 明石サーフ 江頭　敏明 カレイ 34.6 カレイ 25.8 60.4 室津
19 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 大西　正男 カレイ 33.7 カレイ 26.4 60.1 -
20 大阪 関西投友釣クラブ 太田　宏司郎 カレイ 38.1 キチヌ 21.9 60.0 福良
21 大阪 大阪釣友サーフ 福田　昭穂 カレイ 31.8 カレイ 28.0 59.8 福浦
22 大阪 アワジフィッシングクラブ 笠松　賢次 カレイ 37.4 カレイ 22.3 59.7 志筑
23 大阪 サンライズサーフ 青木　正行 アイナメ 29.4 アイナメ 30.0 59.4 仮屋
24 大阪 西大阪サーフ 佐藤　光夫 カレイ 35.2 カレイ 24.0 59.2 松帆
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25 大阪 アワジフィッシングクラブ 小山　昌彦 カレイ 27.0 カレイ 31.9 58.9 -
26 兵庫 神戸住吉サーフ 松村　昌和 カレイ 35.0 キューセン 23.8 58.8 水の大師
27 兵庫 レインボーキャスターズ 檀浦　　稔 カレイ 26.0 イシモチ 32.6 58.6 古茂江
28 兵庫 西宮天狗クラブ 三原　裕樹 カレイ 40.1 アイナメ 18.3 58.4 江崎
29 兵庫 レインボーキャスターズ 池田　成寿 カレイ 29.0 カレイ 29.3 58.3 鵜崎
30 大阪 大阪臥竜サーフ 小西　健治 カレイ 33.6 カレイ 24.5 58.1 小鳴門
31 兵庫 阪神サーフ 藤原　康伸 カレイ 36.8 アイナメ 21.1 57.9 仮屋
32 大阪 大阪投友会 廣瀬　益美 アイナメ 32.1 アイナメ 25.8 57.9 富島
33 兵庫 東神戸釣楽会 横野　　工 カレイ 35.7 キューセン 21.8 57.5 佐野
34 兵庫 投技会 望月　義弘 カレイ 37.0 ハゼ 20.5 57.5 佐野
35 大阪 ヤングサーフ 入船　文裕 カレイ 27.0 アイナメ 30.5 57.5 斗の内
36 大阪 西大阪サーフ 平瀬　亮平 アイナメ 33.6 アイナメ 23.5 57.1 岩屋
37 兵庫 レインボーキャスターズ 藤村　義昭 カレイ 31.1 カレイ 26.0 57.1 岡崎海岸
38 大阪 西大阪サーフ 川村　英之 アイナメ 33.5 アイナメ 23.0 56.5 -
39 兵庫 遊魚会 小林　修二 カレイ 34.4 カサゴ 22.0 56.4 高島
40 大阪 なにわｷｬｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 宮川　欣二 カレイ 35.1 カレイ 21.0 56.1 鵜崎
41 大阪 船場サーフ 会津　伸悟 カレイ 31.2 カレイ 24.9 56.1 鳴門
42 大阪 高槻サーフ 定光　義幸 カレイ 33.6 カサゴ 22.4 56.0 北泊
43 大阪 アワジフィッシングクラブ 平村　征寛 カレイ 34.2 ハゼ 21.6 55.8 -
44 大阪 大阪アングラーズ 濱　正則 カレイ 34.1 ハゼ 21.7 55.8 福良
45 大阪 大阪サーフ 柿山　賢治 カレイ 35.4 カサゴ 20.4 55.8 福良
46 大阪 長居フィッシングクラブ 柴田　雄久 カレイ 28.2 カレイ 27.5 55.7 松帆
47 大阪 北斗サーフ 福岡　登志雄 カレイ 30.9 カサゴ 24.4 55.3 由良
48 大阪 泉サーフ 岡本　秀城 カレイ 32.0 カサゴ 23.2 55.2 丸山
49 大阪 貝塚サーフ 高渕　諒 カレイ 32.1 キチヌ 23.1 55.2 洲本
50 兵庫 碧投会 甲田　繁則 カレイ 28.0 カレイ 27.0 55.0 佐野
51 大阪 サーフ・スキッパーズ 小笠　喜隆 カレイ 27.4 カレイ 27.4 54.8 育波
52 大阪 サーフ・フックライン 三井　将行 カレイ 32.6 キューセン 22.0 54.6 由良
53 兵庫 レインボーキャスターズ 岡野　宣也 アイナメ 20.0 イシモチ 34.5 54.5 福良
54 大阪 大阪釣友サーフ 谷口　整司 カレイ 34.0 カレイ 20.5 54.5 鳴門
55 大阪 六文銭フィシングクラブ 森本　武司 カレイ 28.0 エソ 26.4 54.4 厚浜
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58 兵庫 竜神サーフ 川上　秋男 カレイ 36.5 カサゴ 17.0 53.5 -
59 兵庫 竜神サーフ 小谷　英雄 カレイ 31.0 ネズッポ 22.3 53.3 福良
60 大阪 高槻サーフ 上田　英男 カレイ 30.0 カサゴ 23.2 53.2 北泊
61 大阪 サンライズサーフ 丹山　光夫 カレイ 27.8 キス 25.4 53.2 洲本
62 兵庫 三ツ星サーフ 古川　良則 カレイ 26.5 カレイ 26.3 52.8 大磯
63 兵庫 レインボーキャスターズ 中嶋　進一郎 カレイ 35.9 マダイ 16.3 52.2 洲本川
64 兵庫 阪神サーフ 森下　泰行 カレイ 28.9 カレイ 23.2 52.1 津名
65 大阪 大阪釣友サーフ 木村　政信 カレイ 27.2 カレイ 24.9 52.1 津名
66 大阪 なにわｷｬｽﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 西橋　浩 カレイ 32.5 マダイ 19.5 52.0 鵜崎
67 大阪 泉サーフ 松本　捷男 カレイ 30.2 キス 21.6 51.8 志筑
68 兵庫 和田宮サーフ 沼田　欣也 アイナメ 28.2 カレイ 23.5 51.7 福良
69 兵庫 三ツ星サーフ 下村　成勝 カレイ 31.7 キス 19.8 51.5 大磯
70 大阪 大阪アングラーズ 大津　寿彦 アイナメ 27.0 キス 24.5 51.5 福良
71 兵庫 神戸パルＦＣ 山本　功作 カレイ 31.0 アイナメ 20.5 51.5 斗の内
72 兵庫 神戸パルＦＣ 岸　　武広 カレイ 24.7 カレイ 26.7 51.4 長浜
73 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 池澤　常行 カレイ 29.2 アイナメ 22.1 51.3 室
74 大阪 門真サーフ 石崎　孝二 アイナメ 30.0 キス 21.2 51.2 福良
75 大阪 泉サーフ 大西　薫 カレイ 30.1 ハゼ 20.5 50.6 炬口
76 兵庫 姫路しらさぎサーフ 飯塚　太郎 カレイ 30.5 カサゴ 20.0 50.5 佐野
77 大阪 ＯＫＡＣ 山崎　正 カレイ 25.8 カレイ 24.7 50.5 松帆
78 大阪 長居フィッシングクラブ 吉田　二久 カレイ 26.9 アイナメ 23.5 50.4 富島
79 大阪 アワジフィッシングクラブ 網谷　保 カレイ 27.2 ハゼ 23.1 50.3 志筑
80 兵庫 神戸中央サーフ 嶋田　吉久 カレイ 33.7 カサゴ 16.6 50.3 炬口
81 大阪 門真サーフ 早川　鉄雄 アイナメ 30.0 カサゴ 20.0 50.0 福良
82 兵庫 神戸パルＦＣ 橋本　広志 アイナメ 24.8 カサゴ 25.0 49.8 斗の内
83 大阪 泉サーフ 丸山　真二 カレイ 31.0 ハゼ 18.8 49.8 -
84 兵庫 明石サーフ 中島　一成 アイナメ 32.5 カサゴ 17.0 49.5 岩屋
85 兵庫 神戸中央サーフ 帷　　譲二 アイナメ 31.1 アイナメ 18.0 49.1 富島
86 兵庫 レインボーキャスターズ 柴田　　誠 カレイ 32.1 カサゴ 17.0 49.1 岡崎海岸
87 大阪 高槻サーフ 脇　照弘 アイナメ 30.5 キス 18.6 49.1 鳴門
88 大阪 大正サーフ 藤川　明 カレイ 25.0 キス 24.0 49.0 浦
89 兵庫 東神戸釣楽会 宮本　秀明 カレイ 26.9 キューセン 22.0 48.9 佐野
90 大阪 富田林サーフ 畝木　敬之 カレイ 31.3 マダイ 17.0 48.3 由良
91 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 峰松　啓祐 カレイ 29.0 アイナメ 19.2 48.2 高島
92 大阪 六文銭フィシングクラブ 関本　秀伸 カレイ 24.5 キス 23.5 48.0 釜口
93 大阪 サーフ・フックライン 奥村　敏勝 カレイ 25.1 キューセン 22.8 47.9 由良
94 大阪 大阪サーフ 大下　明彦 カレイ 25.0 キューセン 22.7 47.7 -
95 兵庫 六甲サーフ 谷後　幸一 カレイ 23.6 カレイ 24.1 47.7 大磯
96 大阪 大阪投友会 松永　治夫 アイナメ 23.8 アイナメ 23.7 47.5 富島
97 大阪 大阪アングラーズ 高山　利夫 カレイ 29.0 キス 18.3 47.3 浦
98 大阪 大阪黒潮サーフ 養老　秀一 カレイ 30.5 マダイ 16.8 47.3 洲本
99 兵庫 和田宮サーフ 片山　龍雄 アイナメ 28.0 ベラ 19.2 47.2 松帆
100 大阪 ヤングサーフ 疋田　智一 アイナメ 23.6 ハゼ 23.6 47.2 斗の内
101 大阪 東住吉サーフ 辻　一大 カレイ 29.0 マダイ 18.0 47.0 炬口
102 兵庫 投技会 津田　春男 カレイ 26.7 エソ 20.0 46.7 -
103 兵庫 美晴サーフ 藤井　治雄 アイナメ 26.0 カサゴ 20.5 46.5 佐野
104 兵庫 和田宮サーフ 草別　幸夫 アイナメ 26.8 ハゼ 19.7 46.5 佐野
105 兵庫 神戸パルＦＣ 住　　真一 カレイ 29.8 メバル 16.7 46.5 釜口
106 大阪 泉サーフ 阪本　貴夫 カレイ 26.2 キス 20.2 46.4 -
107 大阪 高槻サーフ 吉田　勝 カレイ 22.5 カサゴ 23.8 46.3 北泊
108 兵庫 明石サーフ 楞野　正幸 カレイ 25.8 ハゼ 20.4 46.2 室津
109 兵庫 レインボーキャスターズ 田中　　豊 カレイ 26.0 ベラ 20.0 46.0 仮屋
110 兵庫 遊魚会 高木　雄二 カレイ 25.6 カレイ 20.3 45.9 志筑
111 兵庫 西宮天狗クラブ 徳田　道彦 カレイ 23.0 カサゴ 22.8 45.8 轟木
112 兵庫 和田宮サーフ 村上　雅彦 カレイ 24.6 ハゼ 20.9 45.5 釜口
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115 兵庫 神戸布引サーフ 唐　　家強 カレイ 31.2 マダイ 14.0 45.2 釜口
116 兵庫 明石サーフ 野島　正和 カレイ 24.3 ハゼ 20.1 44.4 室津
117 大阪 船場サーフ 加藤　新一 アイナメ 24.2 アイナメ 20.0 44.2 水の大師
118 大阪 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 カレイ 23.5 キチヌ 20.6 44.1 鳴門
119 兵庫 明石サーフ 亀井　弘明 カレイ 25.4 ハゼ 18.5 43.9 室津
120 大阪 長居フィッシングクラブ 黄田　正弘 カレイ 25.4 ハゼ 18.4 43.8 富島
121 大阪 門真サーフ 河田　一也 アイナメ 21.1 キューセン 22.4 43.5 江崎
122 兵庫 神戸中央サーフ 梅村　邦夫 カレイ 27.0 キス 16.5 43.5 佐野
123 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 押川　修三 カレイ 26.7 アイナメ 16.7 43.4 浦
124 大阪 船場サーフ 西埜　理 アイナメ 20.0 キューセン 23.2 43.2 水の大師
125 大阪 高槻サーフ 大庭　隆 カレイ 22.3 カレイ 20.9 43.2 久留麻
126 大阪 鷺洲ｼﾙﾊﾞｰサーフ 川村　日一 カレイ 24.0 アイナメ 19.0 43.0 室
127 兵庫 西神戸アングラーズ 樫原　　守 カレイ 23.4 アイナメ 19.2 42.6 久留麻
128 大阪 門真サーフ 柳本　佳男 アイナメ 19.2 ハゼ 23.3 42.5 志筑
129 兵庫 阪神サーフ 田中　初幸 カレイ 23.5 ハゼ 18.7 42.2 津名
130 兵庫 神戸中央サーフ 石黒　達三 アイナメ 18.2 アイナメ 23.8 42.0 佐野
131 大阪 富田林サーフ 細川　正行 カレイ 23.4 カワハギ 18.4 41.8 由良
132 兵庫 神戸中央サーフ 河内　澄男 カレイ 20.8 キス 21.0 41.8 佐野
133 大阪 大阪アングラーズ 竹内　昌弘 カレイ 22.5 キューセン 18.9 41.4 鳴門
134 兵庫 関西サーフ 木村　　誠 アイナメ 20.4 ベラ 20.9 41.3 -
135 大阪 高槻サーフ 植木　長太郎 カレイ 23.3 アイナメ 17.9 41.2 久留麻
136 兵庫 三ツ星サーフ 渡辺　敏夫 アイナメ 21.2 アイナメ 20.0 41.2 松帆
137 兵庫 碧投会 七尾　　肇 カレイ 22.5 ハゼ 18.6 41.1 佐野
138 兵庫 西宮天狗クラブ 坪田　充弘 アイナメ 18.4 キス 22.3 40.7 江崎
139 兵庫 山田フィッシング 吉国　哲美 アイナメ 21.4 アイナメ 19.2 40.6 佐野
140 兵庫 関西サーフ 刈込　信夫 カレイ 20.8 アイナメ 19.5 40.3 仮屋
141 大阪 富田林サーフ 石橋　秀友 カレイ 23.3 カワハギ 16.5 39.8 由良
142 兵庫 投技会 松下　幸男 カレイ 25.0 マダイ 14.8 39.8 佐野
143 大阪 門真サーフ 山本　正行 アイナメ 17.3 ハゼ 22.4 39.7 志筑
144 大阪 長居フィッシングクラブ 六車　健一 アイナメ 17.9 カサゴ 20.3 38.2 -
145 兵庫 三ツ星サーフ 薬師寺　定生 カレイ 25.1 マダイ 13.0 38.1 大磯
146 兵庫 阪神サーフ 藤原　留夫 アイナメ 19.1 アイナメ 17.7 36.8 仮屋
147 兵庫 和田宮サーフ 田中　幸二 アイナメ 19.3 ベラ 17.0 36.3 松帆
148 兵庫 三ツ星サーフ 西郷　景信 アイナメ 18.0 アイナメ 18.0 36.0 -
149 兵庫 和田宮サーフ 角太　光治 アイナメ 16.5 キス 18.7 35.2 大磯
150 兵庫 神戸中央サーフ 堤　　慶勝 アイナメ 17.7 アイナメ 16.2 33.9 江崎
151 大阪 富田林サーフ 山口　照繁 アイナメ 20.0 マダイ 13.7 33.7 由良
152 兵庫 神戸布引サーフ 山本　交次 アイナメ 12.3 カサゴ 20.7 33.0 釜口
153 兵庫 和田宮サーフ 戸谷　　勝 アイナメ 12.8 キス 18.8 31.6 久留麻
154 兵庫 和田宮サーフ 木田　直士 アイナメ 12.5 キス 16.0 28.5 久留麻


