
会場No. 会場名 受付場所 審査場所 協会名 担当クラブ 会場責任者

1 道央 ウトナイ湖道の駅 受付と同じ 北海道協会 札幌サーフ 菅原 隆

2 道南 海岸町船溜まり 受付と同じ 北海道協会 はこだてサーフ 池田 晴彦

3 むつ小川原 渡船船着場 受付と同じ 青森協会 ＦＣ投人 田村 貴生

4 牡鹿雄勝 石巻市文化センター駐車場 受付と同じ 宮城協会 仙台青葉サーフ 木村 春男

5 三浦 ペリー記念公園 受付と同じ 東京協会 シーガルフィッシング 井上 富浩

6 木更津 木更津内港公園 受付と同じ 千葉協会 羽衣サーフ 関 光成

7 柏崎海岸 柏崎みなと公園 受付と同じ 新潟協会 柏崎サーフ 藍澤 剛

8 能登 能登島大橋を渡りバス停駐車場 受付と同じ 北陸協会 石川投友会 高木 達夫

9 渥美 伊勢湾フェリー乗り場横 受付と同じ 愛知協会 豊栄サーフ 毛利 良秀

10 福井 道の駅みくに 受付と同じ 中部協会 中京サーフ 平野 景雄

11 伊勢 国道23号線JA松阪きっする黒部 受付と同じ 三重協会 志摩サーフ 広瀬 悦生

12 尾鷲 国道42号線道の駅『海山』 受付と同じ 三重協会 熊野サーフ 岩本 浩

13 淡路島 県立淡路島公園 受付と同じ 兵庫協会 パナソニックエナジーサーフ 礒岡 弘善

14 明石 明石土砂置場 受付と同じ 兵庫協会 レインボーキャスターズ 松尾 幸浩

15 香住 香住東港 受付と同じ 兵庫協会 和田宮サーフ 筒井 優好

16 和歌山 水軒埋立地 受付と同じ 和歌山協会 サーフきのくに 笹本 貴生

17 鳥取東部 鳥取砂丘会館 受付と同じ 鳥取協会 鳥取サーフ 堀尾 悟

18 宇野 田井新港 受付と同じ 岡山協会 レインボーサーフ 中山 勝志

19 下津井 水島サノヤスドツク駐車場 受付と同じ 岡山協会 岡山ロイヤルサーフ 佐藤 新平

20 笠岡 神島外浦港駐車場 受付と同じ 岡山協会 恵比寿サーフ 原田 隆行

21 境港 ゆめ港公園駐車場 受付と同じ 岡山協会 岡山五月会サーフ 貝原 常康

22 尾道 尾道新浜岸壁 受付と同じ 備後協会 尾道磯釣サーフ 林 政利

23 浜田 浜田おさかなセンター前駐車場 受付と同じ 広島協会 広島グリーンキャスターズ 上村 脩

24 呉 音戸瀬戸公園 受付と同じ 広島協会 呉サーフ 渡辺 謙司

25 柳井 柳井港東埋立地 受付と同じ 広島協会 広島釣趣会 高須賀 幸彦

26 下関 岬の町埠頭公園前 受付と同じ 山口協会 海王サーフ 伊東 勝美

27 德山 德山港県営上屋前 受付と同じ 山口協会 周防サーフ 長谷部 宏

28 徳島 松茂町豊久工業団地 鳴門大毛島 徳島協会 徳島セントラルサーフ 塩田 淳

29 高松 高松市朝日町朝日町Ｇパーク 受付と同じ 香川協会 香川ドリームサーフ 大川 勉

30 丸亀 丸亀市蓬莱公園 受付と同じ 香川協会 瀬戸大橋クラブ 松井 保

31 今治 今治港白灯台 受付と同じ 愛媛協会 燧倶楽部 筒井 博文

32 松山 三津埠頭（魚市場前） 受付と同じ 愛媛協会 道後サーフ 大野 順一

33 興居島 船越港公園 受付と同じ 愛媛協会 松山サーフ 梅木 正勝

34 大洲 長浜新波止環境緑地 受付と同じ 愛媛協会 長浜サーフ 宮岡 宏明

35 中島 神ノ浦港 受付と同じ 愛媛協会 松山キャスターズ 渡部 裕司

36 大島 下田水港 受付と同じ 愛媛協会 四国投友会 荒井 慶樹

37 福岡 加布里牧野うどん 受付と同じ 北九州協会 福岡サーフ 中島 康彦

38 臼杵 臼杵フェリー乗場 受付と同じ 大分協会 大分サーフ 今宮 一彦

39 国東 伊美港フェリー乗場 道の駅権現 大分協会 ダイナミックサーフ 井上 利治

40 長崎南 愛野展望台ファミマ横駐車場 受付と同じ 長崎協会 長崎あじさいサーフ 尾上 章司

41 唐津城 唐津城前駐車場 受付と同じ 長崎協会 長崎サーフ 平 秀昭
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