
第89回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

会 場 本　賞
Ｎ Ｏ 魚　名 県 市町村 地　　　　名

1 140080023 東海林
トウカイリン

誠
マコト

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 51 3 4 宮城県 石巻市 渡波港

順位
釣　　り　　場

参加者名会員番号

第89回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

総匹数長寸会場名ク  ラ  ブ  名協会名

【 本　賞　の　部 】

1 140080023 東海林 誠 東北 仙台広瀬キャスタ ズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 51.3 4 宮城県 石巻市 渡波港

2 140080031 早坂
ハヤサカ

浩佳
ヒロカ

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 50.5 7 宮城県 石巻市 長浜

3 010950020 小笠　喜隆 大阪 ｻｰﾌ・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞ 11 能登 イシガレイ 47.6 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

4 140010265 末永
スエナガ

健
ケン

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 47.4 1 宮城県 石巻市 渡波港

5 050270028 矢野 哲也 愛媛 西条フィ シャマン 40 今治 石ガレイ 47 2 1 愛媛県 今治市波方町 大角5 050270028 矢野　哲也 愛媛 西条フィッシャマン 40 今治 石ガレイ 47.2 1 愛媛県 今治市波方町 大角

6 010260005 本屋敷　保生 大阪 大阪アングラーズ 22 境港 イシガレイ 46.0 2 島根 松江市 森山

7 240010043 黒川　光廣 大分 大分サーフ 48 臼杵 イシカレイ 45.6 1 大分 臼杵市 津留臼杵川河口

8 20560001 森田　文男 兵庫 但馬豊岡サーフ 19 香住 イシカレイ 44.8 1 兵庫県 香美郡香美町 余部

9 180080067 塚田　博之 北陸 岩瀬釣友会 11 能登 イシガレイ 44.7 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

10 170020005 奥倉　努 千葉 羽衣サーフ 9 富津 マコガレイ 44.5 1 千葉県 木更津市 木更津沖Ｂ堤防

11 50050013 尾崎　哲弘 愛媛 長浜サーフ 43    大洲 マコカレイ 44.3 2 愛媛県 大洲市長浜 今坊

12 070780029 古川　晋二 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 イシガレイ 44.1 1 鳥取 境港市 外江

13 050060018 横尾　順一 愛媛 三島サーフ 40 今治 マコガレイ 43.8 1 愛媛県 今治市菊間町

14 130130010 高田　益明 中部 敦賀サーフ 13 福井 ｲｼｶﾞﾚｲ 43.7 1 福井 あわら市 波松

15 140100001 長沼
ナガヌマ

好彦
ヨシヒコ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 43.5 6 宮城県 石巻市 長浜

16 270020010 川村勇矢 青森 極投かまどキャスターズ」 3 むつ小川原港 マコガレイ 43.4 10 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港16 270020010 川村勇矢 青森 極投かまどキャスタ ズ」 3 マコガレイ 43.4 10 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

17 110040034 樋口　尚志 北九州 福岡サーフ 47 福岡 石カレイ 43.1 1 福岡 福岡 唐泊

18 240060006 井上　利治 大分 ダイナミックサーフキャステ 49 国東 イシカレイ 42.9 3 大分県 国東市 伊美伊美港大波止

19 140010266 佐藤
サトウ

潤
ジュン

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 42.8 1 宮城県 石巻市 渡波港

20 020300068 谷
タニグチ

優
マサル

兵庫 和田宮サ フ 17 明石 マコガレイ 42 7 1 兵庫県 神戸市長田区 長田港20 020300068 谷口 優 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 マコガレイ 42.7 1 兵庫県 神戸市長田区 長田港

21 070710031 藤森　隆司 岡山 西岡山フィッツ 22 境港 イシガレイ 42.4 1 鳥取 境港市 渡

22 50070042 山口昌人 愛媛 松山キャスターズ 42 興居島 マコガレイ 42.3 2 愛媛県 松山市 由良町這磯

23 020290110 中斉　貴志 兵庫 ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｬｽﾀｰｽﾞ 11 能登 イシガレイ 42.1 1 石川県 七尾市能登島 南

24 140080034 斉藤
サイトウ

順一
ジュンイチ

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 42.0 8 宮城県 石巻市 長浜
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25 270030001 田村貴生 青森 FC投人 3 むつ小川原港 マコガレイ 42.0 2 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

26 070030003 福本
フクモト

昌明
マサアキ

岡山 ブラックキャスターズ 32 柳井 マコカレイ 42.0 1 山口県 周防大島町 横見

27 070340006 新山　忠志 岡山 倉敷ツロットサーフ 22 境港 イシガレイ 41.6 3 島根 松江市 森山

28 150060002 中義雄 北海道 浮島サーフ 2 道南 マコガレイ 41.5 13 北海道 松前郡福島町 女郎岬

29 50240019 松井
マツイ

大和
ヤマト

愛媛 松山フィッシング 41 松山 マコガレイ 41.3 1 愛媛 今治市菊間町 葉山

30 070130046 江原　真司 岡山 岡山五月会サーフ 22 境港 イシガレイ 41.2 2 鳥取 境港市 外江

31 140100042 渡辺
ワタナベ

司
ツカサ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 41.0 1 宮城県 石巻市 渡波港

32 070340052 原田 定保 岡山 倉敷ツロットサーフ 22 境港 イシガレイ 40 6 2 島根 松江市 森山32 070340052 原田　定保 岡山 倉敷ツロットサ フ 22 境港 イシガレイ 40.6 2 島根 松江市 森山

33 240010051 矢野　淳平 大分 大分サーフ 48 臼杵 イシカレイ 40.5 3 大分 佐伯市 茶屋ヶ鼻

33 ０20130084 重永　誠 兵庫 神戸中央サーフ 18 淡路島 マコカレイ 40.5 3 兵庫 淡路市 佐野

35 240010059 杉原　彰 大分 大分サーフ 48 臼杵 マコカレイ 40.5 2 大分 大分市 佐賀関フェリー乗り場

36 140010262
ミツヅカ マコト

東北 東北サ フ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 40 3 7 宮城県 石巻市 長浜36 140010262 三塚
ミツヅカ

誠
マコト

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 40.3 7 宮城県 石巻市 長浜

37 140010210 太宰
ダザイ

茂雄
シゲオ

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 40.3 5 宮城県 東松島市 大曲浜

38 170040037 中島　順一 千葉 ビッグワンサーフ 7 小名浜 マコガレイ 40.3 2 福島県 いわき市 中ノ作沖提

39 010450017 坂本　照治 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 イシガレイ 40.2 1 島根 松江市

39 190040025 三好　政和 鳥取 境港サーフ 22 境港 イシガレイ 40.2 1 島根 松江市 森山

41 20630021 高垣　政敏 兵庫 伊弉諾ＳＵＲＦ 21 鳥取東部 イシカレイ 40.1 3 鳥取県 鳥取市 賀露沖一文字

41 060200001 三崎　悟志 香川 ビッグキャスターズ 40 今治 マコガレイ 40.1 3 愛媛県 今治市菊間町 松ヶ崎

43 70770007 西井　久人 岡山 シーチーム 26 笠岡 マコカレイ 40.1 1 岡山県 笠岡市 真鍋島

44 140100041 有馬
アリマ

洋一
ヨウイチ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 39.9 1 宮城県 石巻市 佐須浜

45 270010004 佐
サ

美
ミ

正幸
マサユキ

青森 投
トウ

魂
コン

かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ 39.7 6 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

46 20600026 高見
タカミ

茂
シゲル

兵庫 神戸
コウベ

投
トウ

魂
コン

会
カイ

21 鳥取東部 マコカレイ 39.6 4 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町橋津

47 70680028 神澤
カミサワ

昭政
アキマサ

岡山 岡山
オカヤマ

フェニックス 26 笠岡 マコカレイ 39.6 1 岡山県 笠岡市 真鍋島本浦港68 8 神澤 昭政 岡山 岡山フェニックス 6 笠岡 マ カレイ 39 6 岡山県 笠岡市 真鍋島本浦港

48 270030010 類家匡伯 青森 FC投人 3 むつ小川原港 マコガレイ ３９．３ 2 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

49 090090016 高田
タカダ

一雄
カズオ

広島 廿日市サーフ 32 柳井 マコカレイ 39.3 1 山口県 周防大島町 両源田

49 190040037 高林　俊一 鳥取 境港サーフ 22 境港 イシガレイ 39.3 1 島根 松江市 森山

51 020280041 西脇　大 兵庫 姫路しらさぎサーフ 22 境港 イシガレイ 39.2 1 鳥取 境港市 外江
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52 070780050 越智　雅仁 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 イシガレイ 39.1 1 島根 松江市 森山

53 130120066 長谷部
ハセベ

悦次
エツジ

中部 三河サーフ 12 渥美 イシガレイ 39.0 5 愛知 田原市 西ノ浜

54 020100038 藤井　治雄 兵庫 美晴サーフ 18 淡路島 マコカレイ 39.0 2 兵庫 淡路市 佐野

55 010860022 橋本　清次 大阪 六文銭ＦＣ 22 境港 マコガレイ 39.0 1 島根 松江市 森山

56 220050018 西川　裕二 三重 鈴鹿サーフ 13 福井 ﾏｺｶﾞﾚｲ 38.7 2 石川 金沢市 金沢港

57 30080002 塩田　淳 徳島 徳島セントラルサーフ 37 徳島 マコカレイ 38.6 5 徳島県 徳島市 大原町大神子

58 10580033 牟田
ムタ

次雄
ツギオ

徳島 大阪
オオサカ

釣
ツリ

友
トモ

サーフ 37 徳島 マコカレイ 38.6 2 徳島県 徳島市 大原町大神子海岸

59 90090052 本田 明 広島 安芸サーフ 31 呉 マコガレイ 38 5 3 広島県 江田島市沖美町畑59 90090052 本田　明 広島 安芸サ フ 31 呉 マコガレイ 38.5 3 広島県 江田島市沖美町畑

60 020030048 丸田
マルタ

芳巳
ヨシミ

兵庫 西宮
ニシノミヤ

天狗
テング

クラブ 18 淡路島 マコカレイ 38.4 4 兵庫 淡路市 轟木

61 140100022 昆
コン

布
フ

谷
ヤ

忠広
タダヒロ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 38.3 3 宮城県 石巻市 長浜

62 70680017 大河　英夫 岡山 岡山フェニックス 26 笠岡 マコカレイ 38.2 2 岡山県 笠岡市 真鍋島

63 070570110 河原 勝広 岡山 岡山ロイヤルサ フ 22 境港 イシガレイ 38 2 1 島根 松江市 森山63 070570110 河原　勝広 岡山 岡山ロイヤルサーフ 22 境港 イシガレイ 38.2 1 島根 松江市 森山

64 020130083 山田　泰久 兵庫 神戸中央サーフ 22 境港 マコガレイ 38.0 1 鳥取 境港市

65 010580067 志田　尚敏 大阪 大阪釣友サーフ 18 淡路島 マコカレイ 38.0 1 兵庫 淡路市 津名港

65 050240031 前田　勉 愛媛 松山フィッシング 40 今治 マコガレイ 38.0 1 愛媛県 今治市菊間町

67 010920045 櫻野 智伸 大阪 サーフ和 17 明石 マコガレイ 37.8 1 兵庫県 播磨町 播磨新島

67 190010051 谷口　昭義 鳥取 鳥取サーフ 21 鳥取東部 イシカレイ 37.8 1 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町橋津

69 80010046 小川　伸吾 備後 尾道磯釣サーフ 27 尾道 マコカレイ 37.5 3 広島県 尾道市瀬戸田町高根島

70 50070027 国定和人 愛媛 松山キャスターズ 42 興居島 マコガレイ 37.5 1 愛媛県 松山市 由良町這磯

71 020300024 沼田　欣也 兵庫 和田宮サーフ 18 淡路島 マコカレイ 37.3 2 兵庫 淡路市 育波港

72 050210001 河端　季之 愛媛 東予サーフ 40 今治 マコガレイ 37.0 2 愛媛県 今治市菊間町

73 20630002 戸倉　太郎 兵庫 伊弉諾ＳＵＲＦ 21 鳥取東部 イシカレイ 37.0 1 鳥取県 鳥取市 賀露沖一文字

73 050320011 武内 真二 愛媛 Ｋ‘ｓサーフ 44 中島 マコガレイ 37.0 1 愛媛県 松山市 中島町宮野73 050320011 武内　真二 愛媛 Ｋ ｓサ フ 44 中島 マコガレイ 37.0 1 愛媛県 松山市 中島町宮野

75 70330070 籾木　竹志 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 マコカレイ 36.9 4 香川県 丸亀市 広島

76 070330001 古賀　隆雄 岡山 倉敷サーフ 22 境港 マコガレイ 36.9 2 鳥取 境港市

77 020020084 岸本
キシモト

隆志
タカシ

兵庫 関西サーフ 17 明石 マコガレイ 36.8 1 兵庫県 明石市 松江海岸

78 120040069 中村
ナカムラ

真宏
マサヒロ

愛知 豊栄サーフ 12 渥美 マコガレイ 36.7 3 愛知 田原市 中山町
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79 50030007 新
シン

矢
ヤ

雄二
ユウジ

愛媛 松山リール 41 松山 マコガレイ 36.7 1 愛媛 松山市 南吉田

80 140100005 阿部
アベ

　匡
マサ

利
トシ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 36.6 1 宮城県 石巻市 蛤浜

80 050270006 高橋　正 愛媛 西条フィッシャマン 40 今治 石ガレイ 36.6 1 愛媛県 今治市波方町 西浦

82 090010040 宮本
ミヤモト

佳幸
ヨシユキ

広島 広島サーフ 32 柳井 マコカレイ 36.5 2 山口県 周防大島町 油宇宮本 佳幸

83 150080001 井森
イモリ

哲也
テツヤ

北海道 恵庭サーフ 1 道央 マツカワ 36.5 1 北海道 室蘭市 北防波堤

83 150040119 輪島祐一 北海道 はこだてサーフ 2 道南 クロガシラガ 36.5 1 北海道 二海郡八雲町 熊石漁港

83 010130002 戸田　智 大阪 大阪サーフ 11 能登 イシガレイ 36.5 1 石川県 七尾市能登島 閨

83 070040041 作長 利典 岡山 岡山アングラーズ 22 境港 イシガレイ 36 5 1 島根 松江市 森山83 070040041 作長　利典 岡山 岡山アングラ ズ 22 境港 イシガレイ 36.5 1 島根 松江市 森山

83 700800007 竹内　行雄 岡山 シーサイド岡山 26 笠岡 マコカレイ 36.5 1 岡山県 笠岡市 佐柳島

88 170040038 佐合　　覚 千葉 ビッグワンサーフ 7 小名浜 マコガレイ 36.4 2 福島県 いわき市 小名浜沖提

89 160040001 吉田
ヨシダ

朗
アキラ

長崎協会ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ長崎ｻｰﾌ 50 長崎南 マコガレイ 36.3 2 佐賀県 唐津市 妙見

90 270010006 花松勝彦 青森 投魂かまどキャスタ ズ 3 港 マ ガレイ ３６ ２ 9 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港90 270010006 花松勝彦 青森 投魂かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ ３６．２ 9 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

90 270020005 佐藤悌治 青森 極投かまどキャスターズ」 3 むつ小川原港 マコガレイ ３６．２ 9 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

92 50240025 竹中
タケナカ

準
ジュン

愛媛 松山
マツヤマ

フィッシング 41 松山 マコガレイ 36.2 2 愛媛 松山市北条 柳原

92 80080019 高野 浩二 備後 尾道釣友会 29 大三島 カレイ 36.2 2 愛媛県 今治市上浦町 多々羅

94 20430013 戸伏　英夫 兵庫 遊魚会 19 　香住 マコカレイ 36.2 1 兵庫県 香美郡香美町 香住東漁港

94 50070008 後藤庸彦 愛媛 松山キャスターズ 42 興居島 マコガレイ 36.2 1 愛媛県 松山市 由良町這磯

94 130040028 中井　愈 中部 中京サーフ 13 福井 ｲｼｶﾞﾚｲ 36.2 1 福井 あわら市 波松

97 220030011 伊藤　客 三重 北伊勢サーフ 14 伊勢 マコカレイ 36.1 3 三重 伊勢市 有滝町有滝川

98 80040011 原野 充則 備後 三原サーフ 29 大三島 カレイ 36.1 2 愛媛県 今治市大三島町下坂

99 190070028 岩田　薫 鳥取 出雲おろちサーフ 22 境港 マコガレイ 36.1 1 鳥取 境港市 外江

99 050200012 眞田　清 愛媛 燧灘キャスターズ 40 今治 マコガレイ 36.1 1 愛媛県 今治市波方町 馬刀潟

101 50070015 田村
タムラ

武宏
タケヒロ

愛媛 松山キャスターズ 41 松山 マコガレイ 36.0 3 愛媛 松山市北条 砂置101 50070015 田村武宏 愛媛 松山キャスタ ズ 41 松山 マコガレイ 36.0 3 愛媛 松山市北条 砂置

102 80220119 田中 克典 備後 水軍サーフ 29 大三島 カレイ 36.0 1 愛媛県 今治市上浦町 盛

102 050020025 秋月　太 愛媛 新居浜サーフ 40 今治 マコガレイ 36.0 1 愛媛県 今治市宮窪町 九十九島

104 090140047 住田
スミダ

安弘
ヤスヒロ

広島 ＦＣ呉 32 柳井 マコカレイ 35.9 2 山口県 周防大島町 三蒲

104 070340041 平田　幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 22 境港 マコガレイ 35.9 2 島根 松江市 森山
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106 020310005 小川 茂彦 兵庫 西神戸アングラーズ 17 明石 マコガレイ 35.9 1 兵庫県 明石市 明石港一文字

107 270020001 槻
ツキ

舘
タテ

隆一
タカカズ

青森 極投かまどキャスターズ」 3 むつ小川原港 マコガレイ ３５．８ 9 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

108 50110011 山西
ヤマニシ

邦男
クニオ

愛媛 道後サーフ 41 松山 マコガレイ 35.7 1 愛媛 松山市中島 睦月帆崎

109 120040039 河辺
コウベ

和敏
カズトシ

愛知 豊栄サーフ 12 渥美 マコガレイ 35.6 5 愛知 田原市 西ノ浜河辺和敏 豊栄サ フ

110 10490020 坂田　正 大阪 長居フィッシングクラブ 37 徳島 マコカレイ 35.6 2 徳島県 鳴門市 瀬戸長明神

111 70710037 安藤　巧 岡山 西岡山フイッッ 26 笠岡 マコカレイ 35.6 1 岡山県 笠岡市 白石島

112 20030054 徳田　道彦 兵庫 西宮天狗クラブ 21 鳥取東部 イシカレイ 35.5 3 鳥取県 鳥取市 鳥取港沖一文字

113 070210038 清水 良雄 岡山 岡山マスターズ 22 境港 マコガレイ 35 5 2 島根 松江市 サルガ鼻113 070210038 清水　良雄 岡山 岡山マスタ ズ 22 境港 マコガレイ 35.5 2 島根 松江市 サルガ鼻

114 50240017 島原
シマハラ

慎一
シンイチ

愛媛 松山フィッシング 41 松山 マコガレイ 35.4 2 愛媛 松山市北条 こもが鼻

115 50130017 別宮秀男 愛媛 燧倶楽部 42 興居島 マコガレイ 35.4 1 愛媛県 松山市 由良町

116 050070041 渡部　太一 愛媛 松山キャスターズ 44 中島 マコガレイ 35.2 3 愛媛県 松山市 中島町粟井

117 050130004 筒井 博文 愛媛 燧倶楽部 40 今治 マ ガレイ 35 2 2 愛媛県 今治市波方町 宮崎117 050130004 筒井　博文 愛媛 燧倶楽部 40 今治 マコガレイ 35.2 2 愛媛県 今治市波方町 宮崎

118 050210013 玉井　浩二 愛媛 東予サーフ 40 今治 マコガレイ 35.2 1 愛媛県 今治市菊間町 川尻

119 50090042 玉置公正 愛媛 西四国サーフ 42 興居島 マコガレイ 35.1 1 愛媛県 松山市 由良町北浦

120 90120004 磯部　護 広島 安芸サーフ 31 呉 マコガレイ 35.0 4 広島県 江田島市沖美町岡大王

121 150040028 川村正之 北海道 はこだてサーフ 2 道南 クロガシラガ 35.0 3 北海道 二海郡八雲町 熊石漁港

121 020290066 松下　典憲 兵庫 レインボーキャスターズ 18 淡路島 マコカレイ 35.0 3 兵庫 淡路市 鵜崎

123 010950022 刈田　悦央 大阪 ｻｰﾌ・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞ 11 能登 イシガレイ 35.0 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

123 20030052 竹嶋
タケシマ

秀公 兵庫 西宮天狗クラブ 21 鳥取東部 イシカレイ 35.0 2 鳥取県 鳥取市 鳥取港沖一文字竹嶋 秀公

123 090120008 河村　勲 広島 安芸サーフ 44 中島 マコガレイ 35.0 2 愛媛県 松山市 中島町キョウメ

123 270030009 佐々木
ササキ

徹
トオル

青森 FC投人 3 むつ小川原港 マコガレイ ３５．０ 2 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

127 50030003 曽我
ソガ

勇
イサム

愛媛 松山リール 41 松山 マコガレイ 34.9 1 愛媛 松山市 南吉田

128 270010007 中
ナカ

渡
ワタリ

護
マモル

青森 投
トウ

魂
コン

かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ ３４．８ 5 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港128 270010007 中渡 護 青森 投魂かまどキャスターズ 3 マコガレイ ３ ８ 5 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

129 70770022 平木
ヒラキ

章
アキラ

岡山 シーチーム 26 笠岡 マコカレイ 34.8 4 岡山県 笠岡市 真鍋島サントウの東

130 70460004 大賀博文 岡山 玉野フィッシング 24 宇野 マコガレイ 34.8 2 香川 庵治沖 男木島

131 010150039 密
ミツ

山
ヤマ

善弘
ヨシヒロ

大阪 大阪若潮サーフ 18 淡路島 マコカレイ 34.8 1 兵庫 淡路市 岩屋

132 020290103 多賀谷 三洋 兵庫 レインボーキャスターズ 17 明石 マコガレイ 34.7 2 兵庫県 明石市中崎町 －
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132 270020004 佐藤邦春 青森 極投かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ ３４．７ 2 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

134 170010045 太田　和良 千葉 千葉サーフ 13 福井 ﾏｺｶﾞﾚｲ 34.7 1 石川 金沢市 金沢港

135 20600047 野口
ノグチ

哲也
テツヤ

兵庫 神戸投魂会 21 鳥取東部 イシカレイ 34.6 4 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町橋津

136 010740048 山本　明 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 34.6 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

137 100170028 郷
ゴウ

堀
ホリ

陽介
ヨウスケ

山口 西京サーフ 32 柳井 マコカレイ 34.5 3 山口県 周防大島町 三蒲

138 020020085 大橋 弘卓 兵庫 関西サーフ 17 明石 マコガレイ 34.5 2 兵庫県 林崎 －

139 010740025 片岡　洋次朗 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 34.5 1 石川県 七尾市能登島 箱名入り江

139 020010046 東
ヒガシ

利通
トシミチ

兵庫 阪神サーフ 18 淡路島 マコカレイ 34 5 1 兵庫 淡路市 大磯139 020010046 東 利通 兵庫 阪神サ フ 18 淡路島 マコカレイ 34.5 1 兵庫 淡路市 大磯

139 050060021 木谷　真一 愛媛 三島サーフ 40 今治 マコガレイ 34.5 1 愛媛県 今治市菊間町

139 050100010 加藤　勤 愛媛 西条プリマサーフ 40 今治 マコガレイ 34.5 1 愛媛県 松山市柳原町

143 050070028 永井　良一 愛媛 松山キャスターズ 44 中島 マコガレイ 34.4 1 愛媛県 松山市 中島町大浦

144 270020009 田村和久 青森 極投かまどキャスタ ズ 3 港 マ ガレイ ３４ ３ 10 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港144 270020009 田村和久 青森 極投かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ ３４．３ 10 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

145 50070034 佐子
サコ

智英
トモヒデ

愛媛 松山キャスターズ 41 松山 マコガレイ 34.3 2 愛媛 今治市菊間町 皆曲

146 260070007 伊藤　公胤 東京 東京フロンティアサーフ 5 三浦 マコガレイ 34.2 3 神奈川県 横須賀市 観音崎

146 270010005 石橋　守 青森 投魂かまどキャスターズ 3 むつ小川原港 マコガレイ ３４．２ 3 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

148 10870007 清水　忠 大阪 北斗サーフＣＣ 37 徳島 マコカレイ 34.2 1 徳島県 鳴門市 撫養町撨養川口

149 170040036 菅原
スガワラ

正典
マサノリ

千葉 ビッグワンサーフ 7 小名浜 マコガレイ 34.1 2 茨城県 北茨城市 平潟沖提

150 050320002 山根　信幸 愛媛 Ｋ‘ｓサーフ 44 中島 マコガレイ 34.1 1 愛媛県 松山市 中島町宮野

150 020030030 植田
ウエダ

茂男
シゲオ

兵庫 西宮
ニシノミヤ

天狗
テング

クラブ 18 淡路島 マコカレイ 34.1 1 兵庫 淡路市 江崎0 0030030 植田 茂男 西宮天狗クラブ

152 140080012 中田
ナカダ

宏
ヒロシ

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 34.0 3 宮城県 石巻市 長浜

153 50150001 相原
アイバラ

富雄
トミオ

愛媛 瀬戸内
セトウチ

サーフ 41 松山 マコガレイ 34.0 2 愛媛 今治市菊間町

154 010740050 宮原　崇憲 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 34.0 1 石川県 七尾市能登島 閨

154 170050010 佐藤裕二 千葉 ＮＦＣサーフ 16 鳥羽 イシガレイ 34.0 1 三重 鳥羽市 相差154 170050010 佐藤裕二 千葉 ＮＦＣサ フ 16 鳥羽 イシガレイ 34.0 1 三重 鳥羽市 相差

154 070780037 西　哲也 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 イシガレイ 34.0 1 島根 松江市 森山

154 80180019 安井　勝 備後 吉和釣好会サーフ 27 尾道 マコカレイ 34.0 1 広島県 尾道市瀬戸田町垂水

154 010880001 小山　昌彦 大阪 アワジフィッシングクラブ 18 淡路島 マコカレイ 34.0 1 兵庫 淡路市 富島

154 50050015 竹田　洋二 愛媛 長浜サーフ 43 大洲 マコカレイ 34.0 1 愛媛県 伊方町 双海富貴
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160 020130050 西岡　義弘 兵庫 神戸中央サーフ 11 能登 イシガレイ 33.9 1 石川県 七尾市能登島 無関

160 30080037 矢部　郁夫 徳島 徳島セントラルサーフ 37 徳島 マコカレイ 33.9 1 徳島県 鳴門市 鳴門町撫佐

162 050240006 出水　和紀 愛媛 松山フィッシング 40 今治 マコガレイ 33.8 1 愛媛県 今治市菊間町

163 020140016 薬師寺　定生 兵庫 三ツ星サーフ 18 淡路島 マコカレイ 33.7 2 兵庫 淡路市 大川

164 010260058 北林　正臣 大阪 大阪アングラーズ 22 境港 イシガレイ 33.7 1 鳥取 境港市

164 010480036 山本　光章 大阪 関西暁サーフ 18 淡路島 マコカレイ 33.7 1 兵庫 南あわじ市 福良

166 140070004 鈴木
スズキ

勝次
カツジ

東北 仙台青葉サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 33.6 1 宮城県 石巻市 佐須浜

166 140070007 木村
キムラ

春男
ハルオ

東北 仙台青葉サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 33 6 1 宮城県 石巻市 佐須浜166 140070007 木村 春男 東北 仙台青葉サ フ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 33.6 1 宮城県 石巻市 佐須浜

166 20290120 池野
イケノ

仁
ニン

市
イチ

兵庫 レインボーキャスターズ 37 徳島 マコカレイ 33.6 1 徳島県 阿南市 辰巳町辰巳

169 070220009 小倉　弘 岡山 岡山マリンサーフ 22 境港 マコガレイ 33.5 1 鳥取 境港市 境水道

170 020290015 大嶋
オオシマ

一史
カズシ

兵庫 レインボーキャスターズ 17 明石 マコガレイ 33.4 3 兵庫県 明石市中崎町 －

171 020170016
タカオ マコト

兵庫 明石サ フ 17 明石 マ ガレイ 33 3 3 兵庫県 淡路市岩屋171 020170016 高尾
タカオ

誠
マコト

兵庫 明石サーフ 17 明石 マコガレイ 33.3 3 兵庫県 淡路市岩屋 －

172 020600044 小林
コバヤシ

隆
タカシ

兵庫 神戸投魂会 17 明石 マコガレイ 33.3 1 兵庫県 明石市二見町 人口島

173 140100027 飯田
ハンダ

康裕
ヤスヒロ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 33.2 5 宮城県 石巻市 長浜

174 070510021 谷
タニ

満雄
ミツオ

岡山 ブラックキャスターズ 32 柳井 マコカレイ 33.2 1 山口県 周防大島町 横見

174 010740058 須藤　寛 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 33.2 1 石川県 七尾市能登島 箱名

176 130120062 清水
シミズ

晃
アキラ

中部 三河サーフ 12 渥美 イシガレイ 33.1 1 愛知 田原市 西ノ浜

176 010450056 坂口　浩之 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 イシガレイ 33.1 1 鳥取 境港市 白灯台

176 060120005 山下　昌稔 香川 観音寺サーフ四季の会 40 今治 マコガレイ 33.1 1 愛媛県 今治市大西町 別府

179 70770009 間庭
マニワ

敏男
トシオ

岡山 シーチーム 26 笠岡 マコカレイ 33.0 2 岡山県 笠岡市 真鍋島

180 070220061 河口　知義 岡山 岡山マリンサーフ 22 境港 マコガレイ 33.0 1 鳥取 境港市 境水道

180 020300037 筒井
ツツイ

優好
ユウヨシ

兵庫 和田
ワダ

宮
ミヤ

サーフ 18 淡路島 マコカレイ 33.0 1 兵庫 淡路市 育波港

180 010130176 大下 明彦 大阪 大阪サーフ 18 淡路島 マコカレイ 33.0 1 兵庫 淡路市 平林180 010130176 大下　明彦 大阪 大阪サ フ 18 淡路島 マコカレイ 33.0 1 兵庫 淡路市 平林

183 0.6007011 中村　康浩 香川 善通寺サーフ 39 丸亀 マコガレイ 32.9 1 香川 丸亀市昭和町

184 020310037 樫原 守 兵庫 西神戸アングラーズ 17 明石 マコガレイ 32.8 4 兵庫県 明石市 一文字

185 10870026 矢野
ヤノ

圭
ケイ

延
ノブ

大阪 北斗
ホクト

サーフ 21 鳥取東部 イシカレイ 32.8 2 鳥取県 鳥取市 賀露

186 80220014 曽我 秀作 備後 水軍サーフ 29 大三島 カレイ 32.8 1 愛媛県 今治市上浦町 瀬戸
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186 020290090 鈴木　宏哉 兵庫 レインボーキャスターズ 18 淡路島 マコカレイ 32.8 1 兵庫 淡路市 鵜崎

188 140010028 伊東
イトウ

順
ジュン

孝
コウ

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 32.7 5 宮城県 石巻市 長浜

189 150040100 柴田匡啓 北海道 はこだてサーフ 2 道南 マコガレイ 32.7 3 北海道 上磯郡知内町 小谷石漁港

190 020130132 菅長　裕之 兵庫 神戸中央サーフ 11 能登 イシガレイ 32.7 1 石川県 七尾市能登島 閨

190 050020010 増田　幸三 愛媛 新居浜サーフ 40 今治 マコガレイ 32.7 1 愛媛県 今治市 鳥生埠頭

192 90250004 加賀
カガ

隆
タカシ

広島 呉
クレ

キャスターズ 31 呉 マコガレイ 32.6 5 広島県 江田島市大柿町深江

193 50240004 土居
ドイ

裕
ユウ

希
キ

愛媛 松山フィッシング 41 松山 マコガレイ 32.6 4 愛媛 今治市菊間町 田之尻

194 010380051 松永 治夫 大阪 大阪投友会 17 明石 マコガレイ 32 6 2 兵庫県 明石市 －194 010380051 松永 治夫 大阪 大阪投友会 17 明石 マコガレイ 32.6 2 兵庫県 明石市

194 1010054 疋
ヒキ

田
タ

智一
トモイチ

大阪 ヤングサーフ 25 下津井 マコカレイ 32.6 2 香川県 丸亀市 広島青木一文字

194 050270030 黒川　弘和 愛媛 西条フィッシャマン 40 今治 マコガレイ 32.6 2 愛媛県 今治市波方町 宮崎

194 050060015 石川　光夫 愛媛 三島サーフ 40 今治 マコガレイ 32.6 2 愛媛県 今治市菊間町

198 70450056
コヤナギコウキチ

岡山
タマノ

3 港 マ ガレイ ３２ ６ 1 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港198 70450056 小柳
コヤナギ

幸吉
コウキチ

岡山 玉野
タマノ

シーホース 3 むつ小川原港 マコガレイ ３２．６ 1 青森県 六ヶ所村 むつ小川原港

199 050270012 曽我部　奉剛 愛媛 西条フィッシャマン 40 今治 マコガレイ 32.5 3 愛媛県 今治市 桜井

200 70450026 岩佐順次郎 岡山 玉野シーホース 24 宇野 マコガレイ 32.5 1 香川 庵治沖 男木島

200 010130142 薄田　健吾 大阪 大阪サーフ 11 能登 イシガレイ 32.5 1 石川県 七尾市能登島 百万石

200 70280081 小澤　一隆 岡山 岡山レッドサーフ 7 小名浜 マコガレイ 32.5 1 福島県 いわき市 小名浜沖提

200 170010025 伊藤　彰 千葉 千葉サーフ 8 北茨城 マコガレイ 32.5 1 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防

204 020170023 江頭　敏明 兵庫 明石サーフ 18 淡路島 マコカレイ 32.4 3 兵庫 淡路市 室津

205 260070004 松本　昌樹 東京 東京フロンティアサーフ 5 三浦 マコガレイ 32.4 1 神奈川県 三浦市 金田海岸

205 010450019 裏野　和彦 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 マコガレイ 32.4 1 鳥取 境港市 清水

207 90120006 中原　敏 広島 安芸サーフ 31 呉 マコガレイ 32.3 5 広島県 呉市警固屋 バイパス

208 10210045 上田英男 大阪 高槻サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 32.3 2 三重 鳥羽市 菅島

209 070780042 西山 輝義 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 イシガレイ 32.3 1 鳥取 境港市 外江209 070780042 西山　輝義 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 イシガレイ 32.3 1 鳥取 境港市 外江

210 2.6E+08 円谷政弘 東京 シーガルフィッシングクラブ 5 三浦 マコガレイ 32.2 2 神奈川県 横須賀市 観音崎

211 010130155 柿山　賢治 大阪 大阪サーフ 11 能登 イシガレイ 32.2 1 石川県 七尾市能登島 百万石

211 10350026 上田敞司 大阪 サーフフックライン 16 鳥羽 マコガレイ 32.2 1 三重 鳥羽市 坂手島

211 040100001 吉永　武司 愛媛 ＲＹＯＭＡサーフ 44 中島 マコガレイ 32.2 1 愛媛県 松山市 中島町赤崎
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214 070810012 別府　一彦 岡山 岡山マスカットサーフ 22 境港 マコガレイ 32.1 1 鳥取 境港市 清水

215 30040138 木下
キノシタ

真人
マサト

徳島 徳島鱗友サーフ 37 徳島 マコカレイ 32.0 4 徳島県 板野郡 松茂町薬師裏

216 80010047 島谷
シマタニ

尚吾
ショウゴ

備後 尾道
オノミチ

磯
イソ

釣
ツ

サーフ 27 尾道 マコカレイ 32.0 2 広島県 尾道市瀬戸田町高根島

216 020050013 前田　昌隆 兵庫 神戸布引サーフ 18 淡路島 マコカレイ 32.0 2 兵庫 淡路市 岩屋

218 50030019 吉田
ヨシダ

元明
モトアキ

愛媛 松山リール 41 松山 マコガレイ 32.0 1 愛媛 松山市 南吉田

218 170010060 神崎洋輔 千葉 千葉サーフ 5 三浦 マコガレイ 32.0 1 神奈川県 横須賀市 久里浜町東電沖堤

218 80060006 竹田 正明 備後 岡本サーフ 29 大三島 カレイ 32.0 1 愛媛県 今治市大三島町甲口

218 020130109 堤 慶勝 兵庫 神戸中央サーフ 11 能登 イシガレイ 32 0 1 石川県 七尾市能登島 閨218 020130109 堤　慶勝 兵庫 神戸中央サ フ 11 能登 イシガレイ 32.0 1 石川県 七尾市能登島 閨

218 10350034 奥村敏勝 大阪 サーフフックライン 16 鳥羽 マコガレイ 32.0 1 三重 鳥羽市 坂手島

223 020130048 茶谷　茂生 兵庫 神戸中央サーフ 18 淡路島 マコカレイ 31.9 1 兵庫 淡路市 鵜崎

224 30020001 福田
フクダ

輝好
テルヨシ

徳島 エスエスサーフ 37 徳島 イシカレイ 31.8 3 徳島県 鳴門市 撫養町黒崎

225 020020041 吉田 勝男 兵庫 関西サ フ 17 明石 マ ガレイ 31 8 2 兵庫県 明石市 明石港225 020020041 吉田 勝男 兵庫 関西サーフ 17 明石 マコガレイ 31.8 2 兵庫県 明石市 明石港

226 010360031 松下
マツシタ

忠行
タダユキ

大阪 東大阪拓石サーフ 17 明石 マコガレイ 31.8 1 兵庫県 明石市 明石港

226 090090055 堤
ツツミ

信行
ノブユキ

広島 廿日市サーフ 32 柳井 マコカレイ 31.8 1 山口県 周防大島町 両源田

226 060190007 長澤　修二 香川 屋島サーフ 38 高松 マコガレイ 31.8 1 香川県 高松市 庵治町庵治港
ジ

229 70800016 大田
オオタ

賢治
ケンジ

岡山 シーサイド岡山
オカヤマ

26 笠岡　 マコカレイ 31.7 2 岡山県 笠岡市 佐柳島

230 020310032 小林 博 兵庫 西神戸アングラーズ 17 明石 マコガレイ 31.7 1 兵庫県 明石市 明石港一文字

231 010740032 片岡　四朗 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 31.6 3 石川県 七尾市能登島 鴫島入り江

232 50090022 清水
シミズ

大介
ダイスケ

愛媛 西四国サーフ 41 松山 マコガレイ 31.6 2 愛媛 伊予郡松前町 松前港清水大介 西四国サ フ 松山 ガ イ 愛媛 伊予郡松前町 松前港

233 020300022 角太 光治 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 マコガレイ 31.6 1 兵庫県 明石市岬町 明石浦港

233 010880021 橋本　和幸 大阪 アワジＦＣ 18 淡路島 マコカレイ 31.6 1 兵庫 淡路市 育波港

233 90110029 三戸　庸行 広島 広島リール 31 呉 マコガレイ 31.6 1 広島県 呉市音戸町 音戸漁港横

236 010060032 木本 忠伯 大阪 高石サーフ 20 和歌山 マコガレイ 31.5 2 大阪府 岬町 観音崎236 010060032 木本　忠伯 大阪 高石サ フ 20 和歌山 マコガレイ 31.5 2 大阪府 岬町 観音崎

236 90120012 小林　史郎 広島 安芸サーフ 31 呉 マコガレイ 31.5 2 広島県 江田島市沖美町畑

238 50070030 池内一敬 愛媛 松山キャスターズ 42 興居島 マコガレイ 31.5 1 愛媛県 松山市 由良町北浦

238 80040012 山本 芳昭 備後 三原サーフ 29 大三島 カレイ 31.5 1 愛媛県 今治市大三島町鏡

238 060110017 田中  　修 香川 香川鱗友サーフ 38 高松 マコガレイ 31.5 1 香川県 高松市 庵治町石材団地
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238 70570025 松井　庸雄 岡山 岡山ロイヤルサーフ 26 笠岡 マコカレイ 31.5 1 岡山県 笠岡市 明地

242 130040017 荒川
アラカワ

雅利
マサトシ

中部 中京サーフ 12 渥美 イシガレイ 31.4 5 愛知 田原市 西ノ浜

243 010450008 池田　譲治 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 マコガレイ 31.4 2 島根 松江市 境水道

244 260010069 今村仁 東京 プラスワンサーフ 5 三浦 マコガレイ 31.3 1 神奈川県 横須賀市 久里浜町東電沖堤

244 20500020 奥坊　哲也 兵庫 塚口篠口竿友会 37 徳島 マコカレイ 31.3 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町北泊

246 50110013 大野
オオノ

順一
ジュンイチ

愛媛 道後
ドウゴ

サーフ 41 松山 マコガレイ 31.2 1 愛媛 松山市中島町 野忽那

246 50090012 広田浩一 愛媛 西四国サーフ 42 興居島 マコガレイ 31.2 1 愛媛県 松山市 由良町北浦

246 010580075 下浦 輝明 大阪 大阪釣友サーフ 11 能登 マコガレイ 31 2 1 石川県 七尾市能登島 南246 010580075 下浦　輝明 大阪 大阪釣友サ フ 11 能登 マコガレイ 31.2 1 石川県 七尾市能登島 南

246 020040002 横野　工 兵庫 東神戸釣楽会 18 淡路島 マコカレイ 31.2 1 兵庫 淡路市 佐野

250 120010041 荻原
オギワラ

芳則
ヨシノリ

愛知 豊橋サーフ 12 渥美 マコガレイ 31.1 2 愛知 田原市 日出の石門

251 020620003 鎌野　雅夫 兵庫 神戸投翔会 17 明石 イシガレイ 31.1 1 兵庫県 明石市 江井ヶ島

251 060110053 森西 昭二 香川 香川鱗友サ フ 38 高松 マ ガレイ 31 1 1 香川県 高松市 庵治町竹居251 060110053 森西　昭二 香川 香川鱗友サーフ 38 高松 マコガレイ 31.1 1 香川県 高松市 庵治町竹居

251 020250004 田端　正伸 兵庫 姫路投友会 22 境港 イシガレイ 31.1 1 鳥取 境港市 外江

254 060200006 正木　愛二 香川 ビッグキャスターズ 38 高松 マコガレイ 31.0 1 香川県 高松市 庵治町鎌野

255 40040070 松本
マツモト

敬
ケイ

省
ショウ

愛媛 高知中央サーフ 41 松山 マコガレイ 30.9 1 愛媛 松山市 和気

255 220050001 藤岡　良紹 三重 鈴鹿サーフ 14 伊勢 マコカレイ 30.9 1 三重 伊勢市 有滝町有滝川

255 90030041 谷川
タニガワ

康則
ヤスノリ

広島 呉サーフ 31 呉 マコガレイ 30.9 1 広島県 呉市倉橋町 鹿島宮ノ口

258 140080048 長田
オサダ

良太
リョウタ

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 30.8 2 宮城県 石巻市 渡波港

259 150060020 安藤篤 北海道 浮島サーフ 2 道南 タカノハガレ 30.8 1 北海道 二海郡八雲町 黒岩漁港

259 130130037 国領　誠 中部 敦賀サーフ 13 福井 ｲｼｶﾞﾚｲ 30.8 1 福井 あわら市 波松

259 020020070 木村 誠 兵庫 関西サーフ 17 明石 マコガレイ 30.8 1 兵庫県 加古郡播磨町 本庄

259 80100019 藤原大治 備後 竹原サーフ 28 大崎上島 マコカレイ 30.8 1 広島県 呉市豊町

259 050240011 松下 悟之 愛媛 松山フィッシング 18 淡路島 マコカレイ 30.8 1 兵庫 洲本市 新川口259 050240011 松下　悟之 愛媛 松山フィッシング 18 淡路島 マコカレイ 30.8 1 兵庫 洲本市 新川口

259 100020022 中島　三四郎 山口 関門サーフ 35 下関 マコカレイ 30.8 1 山口県 長門市 油谷町大浦

265 180080063 菅　孝太郎 北陸 岩瀬釣友会 11 能登 イシガレイ 30.7 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

267 200290070 鶴田
ツルタ

和治
カズハル

東北 レインボーキャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 30.7 1 宮城県 石巻市 渡波港

268 020620016 土平 啓文 兵庫 神戸投翔会 17 明石 マコガレイ 30.7 1 兵庫県 神戸市垂水区 舞子
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268 010210072 駒村　道彦 大阪 高槻サーフ 11 能登 マコガレイ 30.7 1 石川県 七尾市能登島 箱名入江

268 180080068 澤城　富雄 北陸 岩瀬釣友会 11 能登 マコガレイ 30.7 1 石川県 七尾市能登島 通

268 070040083 倉石　優弥 岡山 岡山アングラーズ 22 境港 マコガレイ 30.7 1 鳥取 境港市 フェリー乗場

272 50030015 菅
カン

雅彦
マサヒコ

愛媛 松山リール 41 松山 マコガレイ 30.6 1 愛媛 松山市 大浦

272 170010058 大山俊明 千葉 千葉サーフ 5 三浦 マコガレイ 30.6 1 神奈川県 横須賀市 久里浜町東電沖堤

272 020310038 瀬合 睦三 兵庫 西神戸アングラーズ 17 明石 マコガレイ 30.6 1 兵庫県 明石市 一文字

275 220070010 松田真次 三重 松阪サーフ 16 鳥羽 イシガレイ 30.5 2 三重 鳥羽市 佐田浜

275 070330066 安念　章 岡山 倉敷サーフ 22 境港 マコガレイ 30.5 2 鳥取 境港市

277 240010064 野涯　孝幸 大分 大分サーフ 48 臼杵 マコカレイ 30.5 1 大分 臼杵市 若葉区

277 010740047 吉村　久夫 大阪 滋賀投友会 11 能登 イシガレイ 30.5 1 石川県 七尾市能登島 鴫島

277 30080057 東條　正浩 徳島 徳島セントラルサーフ 37 徳島 マコカレイ 30.5 1 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

280 0 6020001 羽田 康則 香川 ビッグキャスターズ 39 丸亀 マコガレイ 30 4 2 香川 丸亀市昭和町280 0.6020001 羽田　康則 香川 ビッグキャスタ ズ 39 丸亀 マコガレイ 30.4 2 香川 丸亀市昭和町

281 30040044 田中　聡 徳島 徳島鱗友サーフ 37 徳島 マコカレイ 30.4 1 徳島県 板野郡 松茂町長原

282 010900048 松田　好弘 大阪 千亀利サーフ 20 和歌山 マコガレイ 30.3 1 大阪府 泉南市 樽井

282 050270023 藤田　昌伸 愛媛 西条フィッシャマン 40 今治 マコガレイ 30.3 1 愛媛県 今治市 桜井漁港

282 30080005
ヨシモト オサム

徳島
トクシマ

37 徳島 マ カレイ 30 3 1 徳島県 鳴門市 里浦町里浦海岸282 30080005 吉本
ヨシモト

修
オサム

徳島 徳島
トクシマ

セントラルサーフ 37 徳島 マコカレイ 30.3 1 徳島県 鳴門市 里浦町里浦海岸

285 020170011 寺坂 道弘 兵庫 明石サーフ 17 明石 マコガレイ 30.2 2 兵庫県 淡路市北淡町 室津港

285 090010012 為
タメ

久
ヒサ

哲夫
テツオ

広島 広島サーフ 32 柳井 マコカレイ 30.2 2 山口県 柳井市 小田柳井川河口

287 70750003 松下　射祥 岡山 岡山レインボーサーフ 25 下津井 マコカレイ 30.2 1 香川県 丸亀市 本島小坂

287 250070020 山科　佳則 和歌山 サーフ紀州 20 和歌山 マコガレイ 30.2 1 大阪府 岬町 小島

287 110030003 福田 良一 北九州 門司サーフ 46 門司 マコガレイ 30.2 1 福岡 北九州市 門司区Ｌ岸

290 020300011 浦田 秀夫 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 マコガレイ 30.1 1 兵庫県 江井ヶ島 －

290 010930005 西山　義春 大阪 鷺洲シルバーサーフ 11 能登 イシガレイ 30.1 1 石川県 七尾市能登島 鴫島

292 140010125 三瓶
サンペイ

きよ子
コ

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 マコガレイ 30.0 3 宮城県 石巻市 渡波港

293 70100011 真鍋
マナベ

孝
タカ

見
ミ

岡山 岡山
オカヤマ

近海
キンカイ

サーフ 24 宇野 マコガレイ 30.0 1 香川 玉野沖 井島

293 060170019 亀山　静夫 香川 香川ドリームサーフ 38 高松 マコガレイ 30.0 1 香川県 高松市 瀬戸内町

293 70800019 吉川　克則 岡山 シーサイド岡山 26 笠岡 マコカレイ 29.9 1 岡山県 笠岡市 佐柳島
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296 170050013 堀内　寛之 千葉 NFCサーフ 11 能登 イシガレイ 29.8 1 石川県 七尾市能登島 鴫島

296 010580077 庵　覚 大阪 大阪釣友サーフ 11 能登 イシガレイ 29.8 1 石川県 七尾市能登島 南

298 010480034 籾木　千年 大阪 関西暁サーフ 11 能登 マコガレイ 29.6 2 石川県 七尾市能登島 無関

299 140100023 小野寺
オノデラ

清治
セイジ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 29.6 1 宮城県 東松島市 大曲浜小野寺清治

299 220020009 磯部幹雄 三重 四日市サーフ 14 伊勢 イシカレイ 29.6 1 三重 伊勢市 二見町　江

301 150010025 菅原
スガワラ

隆
タカシ

北海道 札幌サーフ 1 道央 イシガレイ 29.5 3 北海道 伊達市 黄金

301 70800025 塩津　洋一 岡山 シーサイド岡山 26 笠岡 マコカレイ 29.5 3 岡山県 笠岡市 佐柳島

303 010930006 浅井 卓美 大阪 鷺洲シルバーサーフ 11 能登 イシガレイ 29 5 2 石川県 七尾市能登島 鴫島303 010930006 浅井　卓美 大阪 鷺洲シルバ サ フ 11 能登 イシガレイ 29.5 2 石川県 七尾市能登島 鴫島

303 90110025 平野
ヒラノ

光雄
ミツオ

広島 広島リール 31 呉 マコガレイ 29.5 2 広島県 呉市警固屋 ９丁目（１－１）

305 50090003 岡田正時 愛媛 西四国サーフ 42 興居島 マコガレイ 29.5 1 愛媛県 松山市 門田町

205 80170001 西田　功 備後 協和木工サーフ 28 大崎上島 マコカレイ 29.5 1 広島県 豊田郡大崎上島町 明石

307 060170003 猪熊 知己 香川 香川ドリ ムサ フ 38 高松 マ ガレイ 29 4 5 徳島県 鳴門市 大浦漁港307 060170003 猪熊　知己 香川 香川ドリームサーフ 38 高松 マコガレイ 29.4 5 徳島県 鳴門市 大浦漁港

308 30080019 岡田　憲二 徳島 徳島セントラルサーフ 37 徳島 マコカレイ 29.4 3 徳島県 鳴門市 瀬戸町撫佐

309 260070006 長谷川　将継 東京 東京フロンティアサーフ 8 北茨城 マコガレイ 29.4 2 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防

309 020530020 礒岡　弘善 兵庫 淡路サンヨーサーフ 18 淡路島 マコカレイ 29.4 2 兵庫 淡路市 浅野

311 10220038 辻　一太 大阪 東住吉サーフ 37 徳島 マコカレイ 29.4 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町室

312 010260061 平井　一男 大阪 大阪アングラーズ 22 境港 マコガレイ 29.3 1 鳥取 境港市 外江

313 10870005 有光　伸悟 大阪 北斗サーフ 21 鳥取東部 イシカレイ 29.2 1 鳥取県 鳥取市 賀露

314 180140026 杉山　正明 北陸 石川投友会 11 能登 マコガレイ 29.1 3 石川県 七尾市能登島 能登島

315 170040012 下田
シモダ

龍男
タツオ

千葉 千葉サーフ 5 三浦 マコガレイ 29.1 1 神奈川県 横須賀市 走水

315 20320031 山田　渉 兵庫 龍野サーフ 21 鳥取東部 マコカレイ 29.1 1 鳥取県 鳥取市 賀露

315 050100011 藤田　春樹 愛媛 西条プリマサーフ 40 今治 マコガレイ 29.1 1 愛媛県 今治市 鳥生

318 140080040 高沢
タカザワ

圭一
ケイイチ

東北 仙台広瀬キャスターズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 29.0 5 宮城県 石巻市 長浜318 140080040 高沢 圭一 東北 仙台広瀬キャスタ ズ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 29.0 5 宮城県 石巻市 長浜

319 120090001 山本
ヤマモト

昌宏
マサヒロ

愛知 サーフゴンベッサ 12 渥美 マコガレイ 29.0 1 愛知 田原市 小中山

320 110170013 小関　典久 北九州 投好会 35 下関 マコカレイ 28.9 2 福岡県 北九州市 門司区青浜

321 170030001 室井　民夫 千葉 福島投友会 7 小名浜 マコガレイ 28.9 1 福島県 いわき市 小名浜沖提

322 010880036 平村 征寛 大阪 アワジフィッシングクラブ 17 明石 マコガレイ 28.8 1 兵庫県 明石市 明石一文字
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323 110130033 濱崎
ハマサキ

日出男
ヒデオ

北九州 飛幡サーフ 5 三浦 マコガレイ 28.7 1 神奈川県 横須賀市 海風公園

324 020030040 高橋
タカハシ

孝司
コウジ

兵庫 西宮天狗クラブ 18 淡路島 マコカレイ 28.6 3 兵庫 淡路市 江崎

325 90160059 谷本
タニモト

一政
カズマサ

広島 呉
クレ

投
トウ

友
ユウ

会
カイ

31 呉 マコガレイ 28.5 1 広島県 呉市警固屋 ９丁目

326 090060036 桧垣
ヒガキ

俊之
トシユキ

広島 大野サーフ 32 柳井 マコカレイ 28 4 1 山口県 熊毛郡上関町 相ノ浦桧垣 俊之 大野サ フ 28.4 1 熊毛郡上関町 相ノ浦

327 150010116 菊池
キクチ

修
オサム

北海道 札幌
サッポロ

サーフ 1 道央 イシガレイ 28.3 1 北海道 伊達市 黄金

327 220070048 中谷正之 三重 松阪サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 28.3 1 三重 鳥羽市 中之郷

329 150010106 大内　一程 北海道 札幌サーフ 1 道央 イシガレイ 28.2 1 北海道 伊達市 黄金

329 020130107 石黒 達三 兵庫 神戸中央サーフ 17 明石 マコガレイ 28 2 1 兵庫県 明石市 －329 020130107 石黒 達三 兵庫 神戸中央サ フ 17 明石 マコガレイ 28.2 1 兵庫県 明石市

329 10530009 濱口　潤吉 大阪 レインマンサーフ 21 鳥取東部 マコカレイ 28.2 1 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町

332 20560012 寺下
テラシタ

計
ケイ

利
リ

兵庫 但馬豊岡サーフ 19 　香住 イシカレイ 28.0 1 兵庫県 香美郡香美町 訓谷

332 20130100 大山　元一 兵庫 神戸中央サーフ 7 小名浜 マコガレイ 28.0 1 福島県 いわき市 小名浜沖提

332 020010006 小林 美文 兵庫 阪神サ フ 18 淡路島 マ カレイ 28 0 1 兵庫 淡路市 大磯332 020010006 小林　美文 兵庫 阪神サーフ 18 淡路島 マコカレイ 28.0 1 兵庫 淡路市 大磯

335 90030028 中元　安彦 広島 呉サーフ 31 呉 マコガレイ 27.9 2 広島県 江田島市大柿町大君山勝建設横

336 010930009 押川　修三 大阪 鷺洲シルバーサーフ 11 能登 イシガレイ 27.9 1 石川県 七尾市能登島 鴫島

336 220050017 伊藤清仁 三重 鈴鹿サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 27.9 1 三重 鳥羽市 安楽島

338 10090105 村部正純 大阪 西大阪サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 27.7 1 三重 鳥羽市 菅島

339 190010071 山本
ヤマモト

法
ホウ

広
ヒロ

鳥取 鳥取
トットリ

サーフ 21 鳥取東部 イシカレイ 27.6 1 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町橋津

339 170050018 平松
ヒラマツ

伸雄
ノブオ

千葉 ＮＦＣサーフ 8 北茨城 マコガレイ 27.6 1 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防

341 150040006 柳知記 北海道 はこだてサーフ 2 道南 スナガレイ 27.5 1 北海道 函館市古部町 古部漁港

341 020170015 亀井 弘明 兵庫 明石サーフ 17 明石 マコガレイ 27.5 1 兵庫県 淡路市岩屋 一文字

343 070330045 藤原　靖弘 岡山 倉敷サーフ 22 境港 マコガレイ 27.3 2 鳥取 境港市 境水道

344 050100021 小澤　明博 愛媛 西条プリマサーフ 40 今治 マコガレイ 27.3 1 愛媛県 今治市 鳥生

345 220070068 高橋昭洋 三重 松阪サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 27.2 4 三重 鳥羽市 中之郷345 220070068 高橋昭洋 三重 松阪サ フ 16 鳥羽 マコガレイ 27.2 4 三重 鳥羽市 中之郷

346 020020088 廣戸　康文 兵庫 関西サーフ 18 淡路島 マコカレイ 27.2 1 兵庫 淡路市 釜口

346 10580063 昆布　晴彦 大阪 大阪釣友サーフ 37 徳島 マコカレイ 27.2 1 徳島県 徳島市 大原町大神子海岸

348 130130009 小倉　政雄 中部 敦賀サーフ 13 福井 ｲｼｶﾞﾚｲ 27.1 1 福井 あわら市 波松

348 020300039 添田 純夫 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 マコガレイ 27.1 1 兵庫県 明石市中崎町 明石港
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350 140010241 大橋
オオハシ

覚
サトル

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 イシガレイ 27.0 1 宮城県 石巻市 渡波港

350 090010006 平田
ヒラタ

常
ツネ

利
トシ

広島 広島サーフ 32 柳井 マコカレイ 27.0 1 山口県 柳井市 小田柳井川河口

350 020190016 岩本　千鶴雄 兵庫 山田フィシングクラブ 18 淡路島 マコカレイ 27.0 1 兵庫 淡路市 佐野

350 20500017 前田　洋祐 兵庫 篠口竿友会 37 徳島 マコカレイ 27.0 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町北浦

354 060010030 漆原　伸二 香川 高松サーフ 38 高松 マコガレイ 26.8 1 香川県 高松市 屋島西町長崎ノ鼻

354 160030002 上田
ウエダ

茂孝
シゲタカ

長崎協会長崎あじさいサーフ 50 長崎南 マコガレイ 26.8 1 長崎県 島原市深江町 枯木

354 10090092 山本清彦 大阪 西大阪サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 26.8 1 三重 鳥羽市 菅島

357 0 6012004 大山
オオヤマ

和之
カズユキ

香川 観音寺
カンオンジ

サ フ四季
シキ

の会
カイ

39 丸亀 マコガレイ 26 7 1 香川 坂出市番の州357 0.6012004 大山 和之 香川 観音寺サーフ四季の会 39 丸亀 マコガレイ 26.7 1 香川 坂出市番の州

358 220010019 横山准司 三重 三重サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 26.6 2 三重 伊勢市 今一色

359 250070010 髙木　重式 和歌山 サーフ紀州 20 和歌山 マコガレイ 26.4 1 大阪府 岬町 深日

360 020300044 今橋 眞人 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 マコガレイ 26.3 1 兵庫県 明石市林崎 －

361 020170055 中川 久男 兵庫 明石サ フ 17 明石 マ ガレイ 26 2 1 兵庫県 淡路市北淡町 室津港361 020170055 中川 久男 兵庫 明石サーフ 17 明石 マコガレイ 26.2 1 兵庫県 淡路市北淡町 室津港

361 250030088 横尾　利康 和歌山 和歌山キャスターズ 20 和歌山 マコガレイ 26.2 1 大阪府 岬町 深日

363 020020063 刈込
カリコミ

信夫
ノブオ

兵庫 関西
カンサイ

サーフ 18 淡路島 マコカレイ 26.1 1 兵庫 淡路市 育波港

363 10930013 川村　日一 大阪 鷺州シルバーサーフ 37 徳島 マコカレイ 26.1 1 徳島県 鳴門市 瀬戸町日出湾

365 10090014 大野健太郎 大阪 西大阪サーフ 16 鳥羽 マコガレイ 26.0 2 三重 鳥羽市 答志島

366 020020072 野田　啓介 兵庫 関西
カンサイ

サーフ 18 淡路島 マコカレイ 25.9 1 兵庫 淡路市 松帆の浦

367 020050023 牧元　和仁 兵庫 神戸布引サーフ 18 淡路島 マコカレイ 25.5 1 兵庫 淡路市 佐野

368 020020023 中川 睦己 兵庫 関西サーフ 17 明石 マコガレイ 25.3 1 兵庫県 明石市 明石浦赤灯

368 170030003 武田
タケダ

利廣
トシヒロ

千葉 福島投友会 7 小名浜 マコガレイ 25.3 1 福島県 いわき市 小名浜沖提

368 010060004 内山　忠雄 大阪 高石サーフ 20 和歌山 マコガレイ 25.3 1 大阪府 岬町 観音崎

371 010860010 小寺
コデラ

貞
サダ

三
ミ

大阪 六文
ロクモン

銭
セン

ＦＣ 18 淡路島 マコカレイ 25.2 1 兵庫 淡路市 津名

372 060190003 戸田 悟 香川 屋島サーフ 38 高松 マコガレイ 25 1 1 香川県 高松市 庵治町372 060190003 戸田 　 悟 香川 屋島サ フ 38 高松 マコガレイ 25.1 1 香川県 高松市 庵治町　

373 170010048 遠藤　健一 千葉 千葉サーフ 8 北茨城 マコガレイ 25.0 1 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防
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会場
ＮＯ 県 市町村 地名

釣り場
会場名順位 参加者名 協会名会員番号

第 89 回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表

魚名クラブ名 総匹数長寸

【 他　魚　の　部 】

1 70290003 古川　克己 岡山 岡山労金サーフ 25 下津井 スズキ 87.3 2 香川県 丸亀市 広島ハジカミ

2 90140048 徳満　秀俊 広島 ＦＣ呉 22 境港 スズキ 79.2 2 鳥取県 境港市 外江

3 220080021 葛原
クズハラ

治也
ハルヤ

三重協会 熊野サーフ 15 尾鷲 スズキ 78.5 1 三重県 紀北町 海山区　小山浦

4 90140051 狭間
ハザマ

俊
トシ

嗣
ツグ

広島 ＦＣ呉 31 呉 マダイ 72.1 3 広島県 江田島市能美高田

5 020620018 藤原
フジワラ

貞雄
サダオ

兵庫 神戸投翔会 18 淡路島 コブダイ 71.2 1 兵庫 淡路市 佐野

6 20290042 柴田　誠 兵庫 レインボーキャスターズ 22 境港 スズキ 70.3 1 鳥取県 境港市 外江

7 70710001 中村　則文 岡山 西岡山フイツッ 26 笠岡 スズキ 70.0 5 岡山県 笠岡市 白石島鳥の口

8 70780004 赤木　守 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 スズキ 68.5 11 島根県 松江市 サルガ鼻赤木 守 岡山 遊 境港 キ 島根県 松江市 サ 鼻

9 30010048 平　恭二 徳島 徳島キャスターズクラブ 37 徳島 スズキ 68.5 3 徳島県 板野郡 北島町今切川

10 0.6012004 谷
タニ

和広
カズヒロ

香川 観音寺サーフ四季の会 39 丸亀 マゴチ 67.8 2 香川 三豊市詫間町室浜

11 090100082 小田
オダ

一行
カズユキ

広島 広島グリーンキャスターズ 30 浜田 スズキ 67.0 2 島根県 益田市 大浜大浜港

12 50050020 宮岡
ミヤオカ

宏
ヒロシ

明
ア

愛媛 長浜サーフ 43 大洲 ワニエソ 66 5 3 愛媛県 伊方町 三机12 50050020 宮岡 宏明 愛媛 長浜サーフ 43 大洲 ワニエソ 66.5 3 愛媛県 伊方町 三机

13 90120037 上浦　秀彦 広島 安芸サーフ 31 呉 マダイ 64.5 4 広島県 江田島市沖美わだて

14 20250039 廣岡　明彦 兵庫 姫路投友会 22 境港 スズキ 62.8 1 鳥取県 境港市 外江

15 050200005 武田　正直 愛媛 燧灘キャスターズ 40 今治 スズキ 62.3 1 愛媛県 今治市 大浜

内川 満蔵 岡山 西岡山 境港 ズキ 鳥取県 境港市 渡16 70710019 内川　満蔵 岡山 西岡山フィッツ 22 境港 スズキ 61.4 1 鳥取県 境港市 渡

17 70790005 仲原　亮爾 岡山 岡山春日サーフ 22 境港 スズキ 60.5 1 島根県 松江市 美保関

18 160020005 中村
ナカムラ

実
ミノル

長崎協会 佐世保サーフ 51 九十九島 マダイ 60.3 2 長崎県 佐世保市 小佐々町神崎

19 30010023 千葉　敏雄 徳島 徳島キャスターズクラブ 37 徳島 スズキ 59.3 1 徳島県 板野郡 北島町今切川

20 30080041 郡　博幸 徳島 徳島セントラルサーフ 37 徳島 スズキ 58.1 2 徳島県 板野郡 北島町今切港

21 170010054 友部
トモベ

達巳
タツミ

千葉 千葉サーフ 9 富津 スズキ 57.6 2 千葉県 富津市 富津岬

22 020300045 西田 昌富 兵庫 和田宮サーフ 17 明石 スズキ 57.2 1 兵庫県 神戸市垂水区塩屋

22 90250020 山本　雅之 広島 呉キャスターズ 22 境港 スズキ 57.2 1 島根県 松江市 美保関
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ＮＯ 県 市町村 地名

釣り場
会場名順位 参加者名 協会名会員番号 魚名クラブ名 総匹数長寸

ＮＯ 県 市町村 地名

24 20290117 橋本　佳昌 兵庫 レインボーキャスターズ 22 境港 スズキ 56.2 1 鳥取県 境港市 外江

25 010920005 野端　幸正 大阪 サーフ和 20 和歌山 ニベ 55.4 3 和歌山県 和歌山市 紀ノ川尻

26 70790019 岡本　英之 岡山 岡山春日サーフ 22 境港 スズキ 55.1 4 鳥取県 境港市

27 70730056 松多 翔太 岡山 岡山シ スタ 22 境港 スズキ 55 1 2 島根県 松江市 大根島27 70730056 松多　翔太 岡山 岡山シースター 22 境港 スズキ 55.1 2 島根県 松江市 大根島

28 70340053 井上　文雄 岡山 倉敷ツロットサーフ 22 境港 スズキ 52.6 2 島根県 松江市 森山

29 80100027 神谷
カミタニ

義信
ヨシノブ

備後 竹原サーフ 28 大崎上島 マダイ 52.3 10 広島県 豊田郡 大崎上島町垂水

30 10450061 西橋　浩 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 スズキ 52.0 2 鳥取県 境港市 白灯

31 190040039 佐々木　亨 鳥取 境港サーフ 22 境港 スズキ 51.8 1 島根県 松江市 大橋川

32 70730068 南　洋介 岡山 岡山シースター 22 境港 スズキ 51.7 1 島根県 松江市 大根島

33 70340042 岩部　浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 22 境港 スズキ 51.5 2 島根県 松江市 森山

34 20290119 児玉　光弘 兵庫 レインボーキャスターズ 22 境港 スズキ 51.4 1 鳥取県 境港市

35 70730066 米戸　清実 岡山 岡山シースター 22 境港 スズキ 51.3 4 島根県 松江市 大根島

36 10320031 養老　秀一 大阪 大阪黒潮サーフ 37 徳島 マゴチ 51.2 2 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

37 70780040 美馬本　哲治 岡山 ＴＥＡＭ遊 22 境港 スズキ 51.1 7 島根県 松江市 サルガ鼻

38 70790010 宮崎 由紀夫 岡山 岡山春日サーフ 22 境港 スズキ 51.0 3 鳥取県 境港市38 70790010 宮崎　由紀夫 岡山 岡山春日サ フ 22 境港 スズキ 51.0 3 鳥取県 境港市

39 150080004 藤原
フジワラ

訓
クニ

泰
ヒロ

北海道 恵庭サーフ 1 道央 アイナメ 50.4 1 北海道 登別市 鷲別漁港

40 010950027 池之内　寛一 大阪 ｻｰﾌ・ｽｷｯﾊﾟｰｽﾞ 11 能登 マダイ 50.3 2 石川県 七尾市能登島無関

41 50120010 渡辺
ワタナベ

哲也
テツヤ

愛媛 四国投友会 45 大島 スズキ 50.2 1 愛媛 今治市宮窪町 久米

42 090110033 中上
ナカガミ

政
マサカズ

広島 広島リ ルクラブ 30 浜田 スズキ 50 0 2 島根県 浜田市 大辻町桧ヶ浦42 090110033 中上 政一 広島 広島リールクラブ 30 浜田 スズキ 50.0 2 島根県 浜田市 大辻町桧ヶ浦

43 70730063 栃木　克俊 岡山 岡山シースター 22 境港 コブダイ 49.5 1 島根県 松江市 七類

44 090130071 藤嶋
フジシマ

浩規
ヒロキ

広島 広島釣趣会 32 柳井 マダイ 48.6 8 山口県 柳井市 黒崎

45 120060006 服部
ハットリ

晃
アキラ

愛知 愛知投友会 12 渥美 マゴチ 48.6 2 三重 鳥羽 神島

グ46 050240026 森　定明 愛媛 松山フィッシング 18 淡路島 エソ 48.5 1 兵庫 洲本市 由良

47 60170036 大石　富士夫 香川 香川ドリームサーフ 39 丸亀 ニベ 48.4 4 香川 丸亀市本島町屋釜

48 10320043 出口　達也 大阪 大阪黒潮サーフ 37 徳島 マゴチ 48.4 3 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

49 250050011 田中　裕之 和歌山 サーフきのくに 20 和歌山 トカゲエソ 48.0 1 和歌山県 和歌山市 片男波
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釣り場
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ＮＯ 県 市町村 地名

50 250010011 南方　敏明 和歌山 和歌山サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 47.5 2 和歌山県 和歌山市 雑賀崎

51 160040007 算
サン

用
ヨウ

子
シ

　豊
トヨ

孝
タカ

長崎協会 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ長崎ｻｰﾌ 50 長崎南 クロダイ 46.5 1 長崎県 諫早市 江の浦

52 100020034 西村
ニシムラ

泉
イズミ

山口 関門サーフ 35 下関 マエソ 46.1 3 山口県 長門市 油谷町大浦

53 100010040 岡野 廣 山口 下関サ フ 35 下関 マエソ 46 0 3 山口県 下関市 六連島53 100010040 岡野　廣 山口 下関サーフ 35 下関 マエソ 46.0 3 山口県 下関市 六連島

54 90170020 勝浦
カツウラ

荘
ショウ

吾
ゴ

広島 えのみやサーフ 41 松山 マエソ 45.5 6 愛媛 松山市 北吉田町大波止

54 90160001 八田　士郎 広島 呉投友会 31 呉 マダイ 45.5 6 広島県 江田島市沖美町 畑

56 090130060 高須
タカス

賀
ガ

　幸彦
ユキヒコ

広島 広島釣趣会 32 柳井 クロダイ 45.5 3 山口県 周防大島町 椋野
タ タ オ

57 070510024 古谷
フルタニ

龍雄
タツオ

岡山 ブラックキャスターズ 32 柳井 エソ 45.4 5 山口県 周防大島町 横見

58 110130001 大石
オオイシ

祥
ショ

治
オサム

北九州 飛幡サーフ 47 福岡 クロダイ 45.3 1 福岡 志摩 福ノ浦

59 260010064 石井克己 東京 プラスワンサーフ 5 三浦 クロダイ 45.0 1 神奈川県 横須賀市 野比海岸

60 140100040 小澤
オザワ

幸男
ユキオ

東北 宮城海遊サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 44.6 4 宮城県 石巻市 蛤浜小澤 幸男

61 30030051 大西　啓文 徳島 徳島ひげサーフ 37 徳島 ヒラメ 44.6 1 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

62 250010010 深田　吉宜 和歌山 和歌山サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 43.9 4 和歌山県 和歌山市 雑賀崎

63 120010034 加藤
カトウ

健二
ケンジ

愛知 豊橋サーフ 12 渥美 キビレ 43.4 31 愛知 田原市 日出の石門

64 020050045 唐家 強 兵庫 神戸布引サーフ 18 淡路島 クロダイ 43.4 3 兵庫64 020050045 唐家　強 兵庫 神戸布引サ フ 18 淡路島 ク ダイ 43.4 3 兵庫

65 10320042 田中　良平 大阪 大阪黒潮サーフ 37 徳島 キチヌ 43.3 10 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

66 100150023 藤岡
フジオカ

義彦
ヨシヒコ

山口 周防サーフCC 36 徳山 クロダイ 43.3 5 山口 周南 西津木

67 160020006 川内
カワウチ

野
ノ

和男
カズオ

長崎協会 佐世保サーフ 51 九十九島 マゴチ 43.2 1 長崎県 佐世保市 小佐々町楠泊

68 20430041 武
タケダ

朝
アサ

信
シン

兵庫 遊魚会 19 香住 アイナメ 43 1 1 兵庫 香美郡香美町 余部68 20430041 武田 朝信 兵庫 遊魚会 19 香住 アイナメ 43.1 1 兵庫 香美郡香美町　余部

69 010870038 大橋　利彦 大阪 北斗サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 43.0 2 和歌山県 有田市 一文字

70 80100029 吉本
ヨシモト

博巳
ヒロミ

備後 竹原サーフ 28 大崎上島 クロダイ 42.5 6 広島県 豊田郡 大崎上島町垂水

71 060170028 大川 　 勉 香川 香川ドリームサーフ 38 高松 ニベ 42.2 3 香川県 高松市 新北町

72 20300023 西田　稔夫 兵庫 和田宮サーフ 19 香住 ソ　イ 41.9 2 兵庫 城崎市香住町　柴山

73 20290114 奥田　佳正 兵庫 レインボーキャスターズ 37 徳島 マゴチ 41.9 1 徳島県 阿南市 辰巳町辰巳

74 010870006 福岡　登志雄 大阪 北斗サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 41.6 3 和歌山県 有田市 一文字

75 50010016 中野隆史 愛媛 松山」サーフ 42 興居島 エソ 41.0 1 愛媛県 松山市 由良町
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釣り場
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76 100020042 池田　栄男 山口 関門サーフ 35 下関 マエソ 40.9 2 山口県 長門市 油谷町大浦

77 10530016 大西　高嘉 大阪 レインマンサーフ 21 鳥取東部 エソ 40.7 1 鳥取県 東伯郡 湯梨浜町

78 80170016 木下哲博 備後 協和木工サーフ 28 大崎上島 クロダイ 40.6 3 広島県 豊田郡 大崎上島町岩白

79 250010008 木下 茂広 和歌山 和歌山サ フ 20 和歌山 トカゲエソ 40 4 1 和歌山県 和歌山市 雑賀崎79 250010008 木下　茂広 和歌山 和歌山サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 40.4 1 和歌山県 和歌山市 雑賀崎

80 70100080 米沢
ヨネザワ

幸代
ユキヨ

岡山 岡山近海サーフ 24 宇野 マエソ 40.0 9 香川県 玉野沖 井島

81 090130070 八尾　治幸 広島 広島釣趣会 11 能登 エソ 40.0 6 石川県 七尾市能登島百万石

82 50050016 記内　博 愛媛 長浜サーフ 43 大洲 ワニエソ 40.0 2 愛媛県 伊方町 三机

83 250010046 山本　祐司 和歌山 和歌山サーフ 20 和歌山 トカゲエソ 40.0 1 和歌山県 和歌山市 雑賀崎

84 50110023 小黒
オグロ

至
イタル

愛媛 道後サーフ 41 松山 マエソ 39.7 2 愛媛 松山市 北吉田

85 10190023 森田
モリタ

享
トオル

大阪 サンヨーサーフ 16 鳥羽 アイナメ 39.5 7 三重 鳥羽市 安楽島

86 090090053 小
コ

請
ウケ

周司
シュウジ

広島 廿日市サーフ 32 柳井 マダイ 39.5 1 山口県 周防大島町 両源田小請 周司

87 40040060 仁井
ニイ

田
ダ

浩一
コウイチ

高知 高知中央サーフ 41 松山 マエソ 39.4 1 愛媛 松山市 南吉田

88 110050016 邑
ムラ

下
モト

賢治
ケンジ

北九州 小倉メゴチサーフ 46 門司 マエソ 39.3 10 山口 下関市 油谷町大浦

89 30040104 中矢　賢治 徳島 徳島鱗友サーフ 37 徳島 エソ 39.1 2 徳島県 板野郡 松茂町松茂

90 010210039 田村　千章 大阪 高槻サーフ 11 能登 エソ 39.0 8 石川県 七尾市能登島箱名田村 千章 大阪 高槻サ フ 能登 ソ 石川県 七尾市能登島箱名

91 150010114 大西　勇輝 北海道 札幌サーフ 1 道央 アイナメ 38.6 1 北海道 苫小牧市 苫小牧港

92 090010008 棚田
タナダ

志郎
シロウ

広島 広島サーフ 32 柳井 クロダイ 38.5 11 山口県 柳井市 小田柳井川河口

93 90120049 藤川　隆功 広島 安芸サーフ 31 呉 クロダイ 38.5 5 広島県 江田島市沖美是長

94 50110003 岩田
イワタ

政文
マサフミ

愛媛 道後サーフ 41 松山 クロダイ 38 5 2 愛媛 松山市 睦月94 50110003 岩田政文 愛媛 道後サーフ 41 松山 クロダイ 38.5 2 愛媛 松山市 睦月

95 260080006 山口　徹 東京 投狂COM-MIX 6 大洗 アイナメ 38.5 1 茨城 東茨城郡 大洗沖堤

96 70100030 河田　尚一 岡山 岡山近海サーフ 24 宇野 クロダイ 38.3 9 香川県 玉野沖 井島

97 170020016 石田　和也 千葉 羽衣サーフ 9 富津 アイナメ 38.1 1 千葉県 富津市 富津新港

本 友 広島 音 呉 ク ダイ 広島県 呉市倉橋 鹿島宮98 90230021 下本　友一 広島 音戸サーフ 31 呉 クロダイ 37.9 3 広島県 呉市倉橋町 鹿島宮ノ口

99 50050003 坂東　敏幸 愛媛 長浜サーフ 43 大洲 ワニエソ 37.8 11 愛媛県 長浜町 出海

100 80170017 宮村
ミヤムラ

徹
トオル

備後 協和木工サーフ 28 大崎上島 エソ 37.5 4 広島県 豊田郡 大崎上島町外表

101 220040007 新田
ニッタ

勇人
ハヤト

三重協会 志摩サーフ 15 尾鷲 ワニエソ 37.4 1 三重県 紀北町 海山区　矢口浦
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102 90120023 吉田　康暢 広島 安芸サーフ 31 呉 トカゲエソ 37.3 6 広島県 呉市倉橋町 長谷

103 70280164 品川　隆 岡山 岡山レッドサーフ 24 宇野 ニベ 37.3 1 香川県 庵治沖 男木島

104 70100083 阿部　豊 岡山 岡山近海サーフ 24 宇野 ニベ 37.2 5 香川県 玉野沖 井島

105 090090031
コウカメ シゲオ

広島 廿日市サ フ 32 柳井 ウマズラハギ 37 1 2 山口県 熊毛郡上関町 奈古屋崎105 090090031 高
コウ

亀
カメ

繁男
シゲオ

広島 廿日市サーフ 32 柳井 ウマズラハギ 37.1 2 山口県 熊毛郡上関町 奈古屋崎

106 90050054 柳田　英憲 広島 スワローＦＣ 31 呉 トカゲエソ 37.1 1 広島県 江田島市沖美小田漁港

107 80060020 竹田　剛 備後 岡本サーフ 29 大三島 クロダイ 37.0 1 愛媛 今治市大三島甲口

108 70330067 古米　恒夫 岡山 倉敷サーフ 25 下津井 コブダイ 36.7 12 香川県 丸亀市 広島

109 70210037 菅尾　貴亮 岡山 岡山マスターズ 22 境港 クロダイ 36.3 3 島根県 松江市 森山

110 170030008 菊池
キクチ

誠康
マサヤス

千葉 福島投友会 7 小名浜 ウシノシタ 36.3 2 福島県 いわき市 江名沖提

111 100020056 大西　章 山口 関門サーフ 35 下関 マエソ 36.1 5 山口県 長門市 油谷町大浦

112 10090048 永沢弘雄 大阪 西大阪サーフ 16 鳥羽 クロダイ 35.9 6 三重 鳥羽市 答志島

113 220030003 南　勝 三重 北伊勢サーフ 13 福井 ﾏﾀﾞｲ 35.5 20 福井 あわら市 波松

114 160020016 笠原
カサハラ

三
３

智
チ

信
ノブ

長崎協会 佐世保サーフ 51 九十九島 イラ 35.5 2 長崎県 佐世保市 小佐々町楠泊

115 160020003 谷
タニ

丸
マル

弘実
ヒロミ

長崎協会 佐世保サーフ 51 九十九島 クロダイ 35.0 17 長崎県 平戸市 後平町

116 150040037 加藤修司 北海道 はこだてサーフ 2 道南 ホッケ 35.0 1 北海道 函館市古部町稲荷島斜路116 150040037 加藤修司 北海道 はこだてサ フ 2 道南 ホッケ 35.0 1 北海道 函館市古部町稲荷島斜路

117 170050001 内藤　三平 千葉 NFCサーフ 11 能登 エソ 35.0 1 石川県 七尾市能登島南

118 10320040 白杉　遼一 大阪 大阪黒潮サーフ 38 徳島 アイナメ 35.0 1 徳島県 鳴門市 里浦町栗津

119 20610016 松岡　正幸 兵庫 北神サーフ 19 香住 マダイ 34.8 1 　兵庫 城崎市香住町　　柴山

120 50110034 網
アミ

野
ノ

裕
ヒロ

和
カズ

愛媛 道後サ フ 41 松山 クロダイ 34 6 1 愛媛 松山市 中島町田の島120 50110034 網野裕和 愛媛 道後サーフ 41 松山 クロダイ 34.6 1 愛媛 松山市 中島町田の島

121 110030003 田中 義政 北九州 門司サーフ 46 門司 クロダイ 34.4 23 福岡 北九州市 門司区Ｌ岸

122 0.6017002 吉野　真司 香川 香川ドリームサーフ 39 丸亀 クロダイ 34.4 2 香川 坂出市番の州

123 10450038 山崎　市朗 大阪 なにわキャスターズ 22 境港 アイナメ 34.3 1 鳥取県 境港市 境水道

124 150040129 川村昌則 北海道 はこだてサーフ 2 道南 ホッケ 33.9 1 北海道 函館市古部町稲荷島斜路

125 10210025 定光義幸 大阪 高槻サーフ 16 鳥羽 アイナメ 33.8 5 三重 鳥羽市 菅島

126 140080053 横地
ヨコチ

龍
リュウ

東北 仙台広瀬キヤスターズ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 33.6 10 宮城県 石巻市 渡波港

127 50120005 荒井　慶樹 愛媛 四国投友会 45 大島 クロダイ 32.6 1 愛媛 今治市吉海町 津倉
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128 10580005 木村　政信 大阪 大阪釣友サーフ 11 能登 マダイ 32.1 1 石川県 七尾市能登島無関

129 170010010 町田　富士雄 千葉 千葉サーフ 8 北茨城 アイナメ 31.8 1 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防

130 20630019 勢田　真介 兵庫 伊弉諾ＳＵＲＦ 21 鳥取東部 キジハタ 31.4 4 鳥取県 鳥取市 一文字

131 020170035 小林 和則 兵庫 明石サ フ 17 明石 アイナメ 30 9 1 兵庫県 淡路市岩屋町新波止131 020170035 小林 和則 兵庫 明石サーフ 17 明石 アイナメ 30.9 1 兵庫県 淡路市岩屋町新波止

132 010170013 加藤　新一 大阪 船場サーフ 18 淡路島 アイナメ 30.8 1 兵庫 南あわじ市 福良港

133 170010003 坂井
サカイ

勇二郎
ユウジロウ

千葉 千葉サーフ 8 北茨城 アイナメ 30.6 3 茨城県 北茨城市 大津港沖堤防

134 140010234 武東
ムトウ

哲
テツ

東北 東北サーフ 4 牡鹿雄勝 アイナメ 30.5 11 宮城県 石巻市 渡波港
タ ダ オ

135 80170020 竹田
タケダ

保男
ヤスオ

備後 協和木工サーフ 28 大崎上島 アコウ 30.5 1 広島県 豊田郡 大崎上島町岩白

136 180120029 岩野　誠 北陸 能登中央サーフ 11 能登 キジハタ 30.1 5 石川県 七尾市能登島無関

137 100050002 木谷　高明 山口 火の山サーフ 35 下関 メゴチ 29.0 1 山口県 小野田市 本山

138 60070017 川口　義則 香川 善通寺サーフ 45 大島 カワハギ 28.2 1 愛媛 今治市吉海町 平草

139 10090067 太田豊博 大阪 西大阪サーフ 16 鳥羽 シロギス 28.1 6 三重 鳥羽市 答志島

140 110130036 三浦　隆和 北九州 飛幡サーフ 47 福岡 カワハギ 27.5 1 福岡 志摩 福ノ浦

141 020170027 楞野 正幸 兵庫 明石サーフ 17 明石 シロギス 27.4 5 兵庫県 淡路市北淡町室津港

142 090130072 徳吉
トクヨシ

薫
カオル

広島 広島釣趣会 32 柳井 カワハギ 26.6 1 山口県 柳井市 黒崎142 090130072 徳吉 薫 広島 広島釣趣会 32 柳井 カワハギ 26.6 1 山口県 柳井市 黒崎

143 50120014 村上　　一 愛媛 四国投友会 45 大島 シロギス 26.4 1 愛媛 今治市吉海町 志津見

144 70710042 宮内　貞典 岡山 西岡山フイツッ 26 笠岡 キス 26.2 3 岡山県 笠岡市 金風呂

145 120040035 毛利
モウリ

良秀
ヨシヒデ

愛知 豊栄サーフ 12 渥美 キュウセン 26.1 9 愛知 田原市 伊良湖港
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