
　　■　　日　時　： 平成22年2月14日（日）大潮　　天候:晴

　　■　　場　所　： 自由

　　■　　対象魚　： 本賞の部＝連盟対象魚異種（25種枠）2尾合計（スズキ・コブダイを除く）

　　　　　　　　※同寸の場合は、内1尾の大きい方を上位とする。

他魚の部＝スズキ・コブダイの１尾の長さ。（大物ランク魚以上）

　　■　　参加人員： 248名（うち女性・少年4名）

　第125回　大阪協会初釣り大会　

　　■　　大会ＰＪ： 大阪黒潮サーフ

　 【団体戦成績】

　優　勝＝

（河田 一也　81.2㎝　　　西野 幸芳　65.0㎝　　　石崎 孝二　61.9㎝）

準優勝＝

第３位＝

本賞の部

門真サーフ

大阪黒潮サーフ

貝塚サーフ

208.1㎝

201.1㎝

187.5㎝

　　　　　　　　　　　２匹の内訳

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝

優　 勝 長居フィッシングクラブ 吉田　二久 クロダイ 45.3 シログチ 36.3 81.6 王子ヶ浜

準優勝 門真サーフ 河田　一也 クロダイ 47.7 マコガレイ 33.5 81.2 紀ノ川、淡輪

3 貝塚サーフ 外山　均 キチヌ 43.6 アイナメ 28.3 71.9 紀ノ川、みさき公園裏

4 もず投研 大倉　政治 マダイ 50.7 カサゴ 19.6 70.3 田辺

釣り場合計クラブ名順位 会員名

5 大阪サーフ 柿山　賢治 クロダイ 49.2 シログチ 20.6 69.8 熊野川

6 大阪黒潮サーフ 有村　明士 クロダイ 48.0 マハゼ 20.4 68.4 紀ノ川

7 富田林サーフ 畝木　敬之 ヘダイ 39.8 マダイ 27.4 67.2 日高川

8 大阪黒潮サーフ 白杉　遼一 クロダイ 43.1 クジメ 23.9 67.0 紀ノ川

9 サーフ・スキッパーズ 湯浅　研史 ヒラメ 49.3 マダイ 17.3 66.6 日高川

10 大阪黒潮サーフ（友人） 小角謙一郎 キチヌ 42.5 クジメ 23.2 65.7 紀ノ川大阪黒潮サ フ（友人） 小角謙 郎 キチ クジ 紀 川

11 関西投友釣クラブ 平井　一男 キチヌ 40.7 カサゴ 24.4 65.1 淀川

12 門真サーフ 西野　幸芳 キチヌ 36.3 クロソイ 28.7 65.0 紀ノ川

13 大阪釣友サーフ 福田　昭穂 アイナメ 32.4 カレイ 31.2 63.6 福良

14 門真サーフ 石崎　孝二 キチヌ 41.5 クジメ 20.4 61.9 紀ノ川

15 大阪黒潮サーフ 田中　良平 キチヌ 40.4 クジメ 20.5 60.9 紀ノ川

16 大阪黒潮サ フ 養老 秀 キチヌ 39 8 カサゴ 20 0 59 8 紀ノ川 水軒16 大阪黒潮サーフ 養老　秀一 キチヌ 39.8 カサゴ 20.0 59.8 紀ノ川、水軒

17 千亀利サーフ 平松　楠二 キチヌ 38.8 シロギス 20.1 58.9 有田川

18 貝塚サーフ 濱田　民生 キチヌ 41.5 クジメ 16.8 58.3 紀ノ川、みさき公園裏

19 貝塚サーフ 高渕　諒 キチヌ 37.1 クジメ 20.2 57.3 紀ノ川、淡輪

20 大阪サーフ 伊達　浩憲 アイナメ 34.9 シロギス 22.2 57.1 鳥羽・佐田浜

21 浜寺サーフ 石橋　成宏 キチヌ 38.1 カサゴ 18.9 57.0 紀ノ川

22 高石サーフ 山川　茂 キチヌ 33.7 シロギス 20.4 54.1 紀ノ川

23 アワジフィッシングクラブ 網谷　保 キチヌ 32.3 カサゴ 21.5 53.8 田辺

24 大阪投友会 里村　達郎 キチヌ 40.2 ネズミゴチ 13.3 53.5 紀ノ川

25 貝塚サーフ 野村　道雄 キチヌ 30.6 クジメ 22.4 53.0 紀ノ川、みさき公園裏

26 高石サーフ 内山　忠雄 キチヌ 30.1 クジメ 20.3 50.4 紀ノ川、観音崎

27 大阪サーフ 石倉　克三 キチヌ 27.3 クジメ 22.0 49.3 紀ノ川大阪サ フ 石倉 克 キチヌ クジメ 紀 川

28 千亀利サーフ 坂本　明信 キチヌ 25.8 シマイサキ 22.4 48.2 有田川

29 大阪臥竜サーフ 浜村　博行 アイナメ 28.7 マハゼ 19.1 47.8 和歌山港

30 大阪釣友サーフ 下浦　輝明 キチヌ 27.7 カサゴ 20.0 47.7 紀ノ川



　　　　　　　　　　　２匹の内訳

魚名 寸法 ㎝ 魚名 寸法 ㎝
釣り場合計クラブ名順位 会員名

31 貝塚サーフ 三間　健太郎 キチヌ 27.5 クジメ 19.6 47.1 紀ノ川、谷川

32 高槻サーフ 吉田　勝 キチヌ 27.4 クジメ 19.2 46.6 紀ノ川、谷川

33 長居フィッシングクラブ 阪田　正 アイナメ 30.0 カサゴ 15.0 45.0 淡路・松帆

34 千亀利サーフ 竹本　雅幸 キチヌ 28.4 クジメ 16.6 45.0 有田川

35 大阪臥竜サーフ 浅野　正美 カサゴ 24.5 クジメ 20.1 44.6 淡路・江崎

36 大阪アングラーズ 唐田　十九一 カレイ 28.3 アイナメ 15.5 43.8 鳥取ノ荘

37 大正サーフ 垣内　守男 キチヌ 28.0 マハゼ 15.8 43.8 有田川

38 大阪アングラーズ 北林　正臣 アイナメ 23.5 カサゴ 18.5 42.0 淡路・江崎

39 もず投研 木瀬　一郎 カサゴ 22.6 マダイ 19.0 41.6 田辺

40 東住吉サーフ 辻　一大 シロギス 22.8 マダイ 18.4 41.2 文里港

41 大阪臥竜サーフ 田村　茂 クジメ 22.1 カサゴ 18.4 40.5 紀ノ川

42 もず投研 杉山　和一 カサゴ 20.3 シロギス 19.0 39.3 田辺

43 サーフ和 吉村　直宏 シロギス 19.6 カサゴ 19.5 39.1 田辺

44 大正サーフ 藤川　明 クジメ 20.6 カサゴ 18.1 38.7 加太

45 高槻サーフ 竹中　雅和 クジメ 20.1 カサゴ 18.6 38.7 谷川

46 大阪臥竜サーフ 長谷山 五男 カサゴ 22 3 クジメ 16 3 38 6 深日港46 大阪臥竜サーフ 長谷山　五男 カサゴ 22.3 クジメ 16.3 38.6 深日港

47 貝塚サーフ 大内　秀夫 シマイサキ 21.0 マハゼ 16.2 37.2 紀ノ川

48 高槻サーフ 上林　一 クジメ 20.2 カサゴ 15.2 35.4 谷川漁港

49 西大阪サーフ 大野　健太郎 クジメ 18.7 カサゴ 16.5 35.2 みさき公園裏

50 貝塚サーフ 道越　浩平 クジメ 18.1 マハゼ 17.0 35.1 紀ノ川、谷川

51 西大阪サーフ 立石　清 クジメ 19.8 マコガレイ 14.0 33.8 深日港

他魚の部

1 大阪銀鱗投友会 栗谷　浩 スズキ 61.7 新淀川

2 ＯＫＡＣ 今仲　輝夫 スズキ 53.2 淀川

魚名 寸法　㎝            釣り場順位 クラブ名 会員名


