
平成20年(2008年)12月14日（日）

淡路島全島 及び 小鳴門周辺

大阪協会：298名　　兵庫協会：241名　　　合計　539名（内、婦少13名）

本賞の部：全日本サーフキャスティング連盟対象魚２匹の合計（スズキ・コブダイ除く）

※同寸の場合は、内１匹の長さ順
他魚の部：スズキ・コブダイの１匹の長さ

魚名 寸法㎝ 魚名 寸法㎝

優勝 兵庫 織辺　陽介 北神サーフ クロダイ 50.9 マコガレイ 36.1 87.0 鵜崎

2位 兵庫 帷　譲二 神戸中央サーフ クロダイ 53.2 トカゲエソ 27.4 80.6 洲本

3位 兵庫 石黒　達三 神戸中央サーフ トカゲエソ 42.8 トカゲエソ 36.7 79.5 佐野

4位 大阪 伊達　浩憲 大阪サーフ マコガレイ 40.8 マコガレイ 38.4 79.2 福良

5位 大阪 田中　良平 大阪黒潮サーフ キチヌ 43.4 シログチ 33.1 76.5 福良

6位 兵庫 高木　雄二 遊魚会 トカゲエソ 45.6 シログチ 29.7 75.3 洲本

7位 兵庫 酒井　良樹 和田宮サーフ クロダイ 47.5 シロギス 25.0 72.5 育波

8位 大阪 大野　健太郎 西大阪サーフ マコガレイ 36.1 マコガレイ 35.8 71.9 鵜崎

9位 兵庫 八浜　聰 阪神サーフ アイナメ 40.0 アイナメ 29.0 69.0 江井

10位 大阪 安田　哲 北斗サーフ キチヌ 43.5 マダイ 24.8 68.3 由良

11位 大阪 山口　照繁 富田林サーフ アイナメ 34.9 アイナメ 31.1 66.0 岩屋

12位 大阪 白杉　泰久 大阪黒潮サーフ シログチ 36.0 シログチ 29.0 65.0 福良

13位 兵庫 谷口　優 和田宮サーフ マコガレイ 39.8 クジメ 24.8 64.6 松帆

14位 兵庫 小林　　博 西神戸アングラーズ マコガレイ 36.3 マコガレイ 28.0 64.3 塩尾

15位 大阪 山崎　正 ＯＫＡＣ マコガレイ 32.2 マコガレイ 32.1 64.3 道の駅

16位 兵庫 武田　勝博 遊魚会 シログチ 33.8 シログチ 30.3 64.1 洲本

17位 大阪 中村　数行 高石サーフ イシガレイ 40.3 マダイ 23.4 63.7 大石海岸

18位 兵庫 岡野　宣也 レインボーキャスターズ シログチ 31.2 シログチ 30.7 61.9 福良

19位 兵庫 高尾　誠 明石サーフ アイナメ 31.5 アイナメ 29.7 61.2 岩屋

20位 大阪 奥村　敏勝 サーフ・フックライン マコガレイ 36.9 マダイ 23.7 60.6 生石

21位 兵庫 小林　美文 阪神サーフ クロダイ 40.1 シロギス 20.4 60.5 江井

22位 兵庫 野田　啓介 関西サーフ アイナメ 38.2 マコガレイ 22.2 60.4 鵜崎

23位 大阪 森　健治 大阪サーフ トカゲエソ 32.9 シロギス 27.3 60.2 福良

24位 兵庫 西郷　景信 三ツ星サーフ マコガレイ 36.8 クジメ 23.2 60.0 大磯

25位 兵庫 吉国　哲美 山田フィッシングクラブ アイナメ 38.9 クジメ 20.5 59.4 岩屋

26位 兵庫 茶谷　茂生 神戸中央サーフ マコガレイ 34.9 クジメ 24.3 59.2 松帆

27位 大阪 福田　昭穂 大阪釣友サーフ アイナメ 30.3 マコガレイ 28.0 58.3 福良

28位 兵庫 橋本　佳昌 レインボーキャスターズ マコガレイ 38.0 クジメ 20.1 58.1 小鳴門岡崎

29位 大阪 島岡　照男 東住吉サーフ トカゲエソ 31.5 トカゲエソ 26.4 57.9 洲本

30位 兵庫 津田　春男 投技会 マコガレイ 39.6 キュウセン 18.2 57.8 佐野

31位 兵庫 薬師寺　定生 三ツ星サーフ トカゲエソ 29.4 マコガレイ 28.3 57.7 福良

２匹の内訳
合計㎝ 釣場

【本賞の部】

大阪協会・兵庫協会　合同納竿大会成績

順位 協会 氏名 クラブ名

日　時

釣　場

参加数

対象魚
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魚名 寸法㎝ 魚名 寸法㎝

２匹の内訳
合計㎝ 釣場順位 協会 氏名 クラブ名

32位 大阪 平瀬　亮平 西大阪サーフ マコガレイ 34.9 クジメ 21.9 56.8 岩屋

33位 兵庫 岸　武広 神戸パルＦＣ カサゴ 29.3 マコガレイ 27.5 56.8 浦港

34位 大阪 丸山　真二 泉サーフ マコガレイ 35.6 キチヌ 20.7 56.3 丸山

35位 大阪 大下　明彦 大阪サーフ マコガレイ 37.9 クジメ 17.4 55.3 平林

36位 大阪 上田　英男 高槻サーフ マコガレイ 29.1 カサゴ 26.1 55.2 阿万

37位 大阪 藤原　靖典 サーフ和 マコガレイ 28.6 シロギス 26.4 55.0 洲本

38位 兵庫 中矢　光昭 神戸中央サーフ マコガレイ 35.0 カサゴ 19.5 54.5 富島

39位 大阪 岡田　栄 大阪若潮サ－フ アイナメ 30.3 マコガレイ 23.7 54.0 岩屋

40位 兵庫 宮田　幸彦 レインボーキャスターズ マコガレイ 30.1 マコガレイ 23.8 53.9 明神

41位 大阪 大鹿　俊一 西大阪サーフ マコガレイ 34.4 クジメ 18.6 53.0 鳥取海岸

42位 大阪 永沢　弘雄 西大阪サーフ トカゲエソ 34.7 カサゴ 18.0 52.7 炬口港

43位 兵庫 吉川　隆康 神戸中央サーフ アイナメ 30.3 カサゴ 22.3 52.6 洲本

44位 兵庫 松元　雄三 伊弉諾サーフ マダイ 27.0 マダイ 25.3 52.3 阿万

45位 兵庫 本母　圭吾 神戸パルＦＣ マコガレイ 28.8 マハゼ 23.1 51.9 浦港

46位 大阪 西丸　孝一 大阪若潮サ－フ マコガレイ 33.3 カサゴ 18.5 51.8 岩屋

47位 兵庫 松下　典憲 レインボーキャスターズ マコガレイ 33.7 カサゴ 17.7 51.4 鵜崎

48位 兵庫 多賀谷　三洋 レインボーキャスターズ マコガレイ 34.1 カワハギ 17.0 51.1 仮屋

49位 兵庫 西田　昌富 和田宮サーフ マコガレイ 31.0 クジメ 20.1 51.1 野田

50位 大阪 阿部　文宣 大阪アングラーズ アイナメ 29.7 カサゴ 21.4 51.1 野島

順位 協会 氏名 クラブ名 魚名 寸法㎝ 釣場

優勝 兵庫 主島　茂久 関西サーフ コブダイ 70.3 生穂

2位 兵庫 木下　昌彦 レインボーキャスターズ コブダイ 63.5 道の駅

3位 兵庫 池野　仁市 レインボーキャスターズ スズキ 61.8 鳴門高島

4位 大阪 阪口　真一 貝塚サーフ コブダイ 46.0 洲本

【他魚の部】
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