
日　　  時：平成２０年２月２４日（日）　中潮　　午前零時より

釣      場：自由
参加人員：２９６名
対 象 魚 ：本賞の部＝全日本サーフ対象魚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）
■団体戦成績
　　　　優勝 貝塚サーフ　　　　　２３５．３㎝

野村　道雄（９１．８㎝）　　阪口　真一（８７．３㎝）　　吉川　憲久（５６．２㎝）
　　　　準優勝 滋賀投友会　　　　 ２１９．３㎝

片岡　洋次朗（７５．０㎝）　　瀧井　義士（７３．４㎝）　　山本　明（７０．９㎝）
　　　　 第三位 長居フィッシング　　１９６．６㎝

吉田　二久（６６．６㎝）　　六車　健一（６５．０㎝）　　阪田　正（６５．０㎝）　　　

■個人成績　《本賞の部》

魚名 寸法（㎝） 魚名 寸法（㎝）

優勝 野村　道雄 貝塚サーフ クロダイ 48.5 クロダイ 43.3 91.8 和歌山県　文里港

準優勝 小西　健治 大阪臥竜サーフ キチヌ 45.3 キチヌ 42.3 87.6 紀ノ川

3 阪口　真一 貝塚サーフ キチヌ 46.5 キチヌ 40.8 87.3 紀ノ川

4 昆布　晴彦 大阪釣友サーフ コイチ 45.2 マコガレイ 36.0 81.2 谷川港

5 浅尾　力哉 サーフ・スキッパーズ キチヌ 43.0 キチヌ 36.8 79.8 有田川

6 本村　雅弘 サーフ・スキッパーズ キチヌ 39.2 キチヌ 36.2 75.4 有田川

7 廣瀬　益美 大阪投友会 キチヌ 37.4 キチヌ 38.0 75.4 紀ノ川尻

8 養老　秀一 大阪黒潮サーフ キチヌ 37.7 キチヌ 37.4 75.1 和歌山県　文里港

9 片岡　洋次朗 滋賀投友会 コトヒキ 40.0 コトヒキ 35.0 75.0 静岡県　浜岡

10 瀧井　義士 滋賀投友会 コトヒキ 37.5 コトヒキ 35.9 73.4 静岡県　浜岡

11 大野　健太郎 西大阪サーフ キチヌ 37.0 キチヌ 35.1 72.1 紀ノ川尻

12 山本　明 滋賀投友会 コトヒキ 37.4 コトヒキ 33.5 70.9 静岡県　浜岡

13 丸谷　松夫 関西暁サーフ マダイ 53.0 カサゴ 17.0 70.0 三重県　引本

14 川村　日一 鷺洲シルバーサーフ キチヌ 34.5 キチヌ 33.8 68.3 和歌山県　文里港

15 岡本　秀城 泉サーフ キチヌ 42.3 シロギス 24.8 67.1 和歌山県　文里港

16 永沢　弘雄 西大阪サーフ キチヌ 38.4 キチヌ 28.5 66.9 和歌山県　文里港

17 吉田　二久 長居フィッシング キチヌ 36.8 キチヌ 29.8 66.6 日高川

18 六車　健一 長居フィッシング キチヌ 36.1 キチヌ 28.9 65.0 日高川

19 阪田　正 長居フィッシング キチヌ 35.0 キチヌ 30.0 65.0 和歌山県　文里港

20 戸田　智 大阪サーフ キチヌ 41.2 アイナメ 22.1 63.3 紀ノ川

21 横田　博昭 サーフ和 キチヌ 32.2 キチヌ 30.3 62.5 田辺

22 真保　弘 泉サーフ キチヌ 34.4 シロギス 25.6 60.0 和歌山県　文里港

23 西田　忠正 大阪釣友サーフ アイナメ 28.8 アイナメ 28.3 57.1 和歌山県　水軒

24 吉川　憲久 貝塚サーフ クロダイ 28.6 クロダイ 27.6 56.2 田辺　文里港

25 大野　諒太 西大阪サーフ アイナメ 33.6 クジメ 22.3 55.9 岬公園裏

26 宮井　輝明 大阪臥竜サーフ マコガレイ 33.6 マハゼ 20.2 53.8 和歌山港

27 山口　成一 大阪臥竜サーフ ワニゴチ 33.1 マダイ 17.5 50.6 田辺　戒漁港

28 山下　一利 なにわキャスターズ キチヌ 28.8 シロギス 21.0 49.8 天神崎

29 大庭　隆 高槻サーフ アイナメ 27.1 アイナメ 22.4 49.5 谷川港

30 網谷　保 アワジフィッシング キチヌ 25.2 キチヌ 23.7 48.9 和歌山県　田辺市

31 福田　昭穂 大阪釣友サーフ マコガレイ 25.1 マコガレイ 23.5 48.6 食品コンビナート

32 植木　長太郎 高槻サーフ キチヌ 27.0 マハゼ 17.2 44.2 有田川尻

33 立石　清 西大阪サーフ アイナメ 21.1 カサゴ 19.3 40.4 雑賀崎～深日港

34 浦山　喬 アワジフィッシング シロギス 22.1 シロギス 16.9 39.0 和歌山県　田辺市

35 大野　純太 西大阪サーフ クジメ 20.2 クジメ 18.8 39.0 岬公園裏

36 馬売　定博 関西投友釣クラブ クジメ 20.0 クジメ 18.5 38.5 加太

37 高階　勝 なにわキャスターズ シロギス 20.9 シロギス 16.9 37.8 天神崎

38 越田　学 関西投友釣クラブ クジメ 18.8 クジメ 18.8 37.6 深日

39 柴田　喜一郎 大正サーフ マハゼ 19.9 マコガレイ 17.1 37.0 深日港

40 松本　昌弘 サンライズサーフ マハゼ 17.5 マハゼ 15.4 32.9 有田川

《他魚の部》

順位 氏名 クラブ名 魚名 寸法（㎝）

優勝 請関　義市 大正サーフ スズキ 55.5 紀ノ川尻

準優勝 福田　昌弘 関西投友釣クラブ スズキ 54.4 淀川右岸

釣場名

2匹の内訳

大阪協会初釣り大会

氏名順位 合計（㎝） 釣場名クラブ名


