
№　1
担　当　ク　ラ　ブ 電話番号
会 場 責 任 者 携帯電話

ＳＣ抜投会 011-556-9049

佐藤　孝志 090-3893-2175

はこだてサーフ 0138-22-4756

池田　晴彦 090-8638-9710

FC投人 090-1499-0461

田村　貴生

宮城海遊サーフ 022-233-2917 〒981-0943 仙台市青葉区国見3丁目

芳賀　好彦 090-6255-6659                                         5-3-402 木村方

由良海岸白山島 東北サーフ 0225-96-5238

前駐車場 大橋　覚 090-1932-6675

柏崎サーフ 0257-27-3013

藍澤　剛 090-2738-3643

道の駅 能登中央サーフ 0767-32-3009

中島ロマン峠 南口　浩一 090-4685-9660

千葉サーフ 0439-52-2395

坂井　勇二郎 090-3001-9895
東京フロンティアサーフ 042-478-0558

利根川　俊一 090-5808-1071

三保海水浴場 豊橋サーフ 090-7699-2865

駐車場 加藤　健司

敦賀子供の国 中京サーフ 0562-92-9339

駐車場 平野　景雄 090-7045-8890

R23号線 四日市サーフ 0748-82-0594
JA松阪きっする黒部 杉本 義徳 090-1020-5791
三重県熊野市有馬町4520-325 熊野サーフ 0735-32-2586
山崎運動公園駐車場 岩本　浩 090-4083-3309

サーフきのくに 0736-64-3189

笹本貴生 090-8889-1683
長居フィッシングクラブ 0721-98-0496 〒583-0996　大阪府南河内郡太子町

六車　健一 090-5244-0884                                              聖和台3-4-2

大阪アングラーズ 06-6332-0862

沢田　孝治 090-5049-2953

神戸中央サーフ 078-583-1103

石原　勝 090-3628-9353

西宮天狗クラブ 0798-41-2141

永谷　嘉三 090-1145-2141

姫路市木場港 姫路投友会 079-267-2968
江沼渡船乗り場駐車場 廣岡　明彦 090-3927-0405

香住東港 六甲サーフ 079-594-0649

卸売市場2号前 谷後　幸一 090-2116-3128

京都府宮津市 関西サーフ 078-961-5181

もみじ公園 主島　茂久 090-6988-5611
島根県大田市仁摩町 出雲おろちサーフ
仁摩公民館駐車場 下瀬　政記 090-7895-9956
山口県萩市田万川 しまねえのみやサーフ 0824-43-3599
ゆとりパークたまがわ 溝部　和尚 090-1183-6799

岡山近海サーフ 086-243-0653

真鍋　孝見 090-8538-4048

岡山五月会サーフ 086-243-3023

貝原　常康 090-4650-3545
岡山フェニックスサーフ 086-284-7102

片山　芳光 090-4806-1303

倉敷ツロットサーフ 086-293-1643

岩部　浩二 090-3376-2828

鳥取サーフ 0857-22-2884

前島　勝義　 080-1913-1490

福山サーフ 0865-65-2545

井上　研治 090-9738-0944

明石港土砂置き場

道の駅ふらりとみやま

下弓削新港

受付場所と同じ

ウトナイ湖道の駅

海岸町船溜まり

舘鼻漁港

道の駅山田

水軒埋立地

淡路島公園駐車場

〒701-1205　岡山市北区狭山2310-5

〒701-0153　岡山市北区庭瀬732

〒680-0032 鳥取県鳥取市茶町207

〒714-0011 岡山県笠岡市吉田3225‐１

〒669-2224 兵庫県篠山市味間北898

〒651-2255 兵庫県神戸市西区平野町慶明183-75

〒698-0012　島根県益田市大谷町２２９番地８

〒729-4211　広島県三次市吉舎町吉舎636番地5

〒700-0971　岡山市北区野田5-3-17

〒700-0971　岡山市北区野田2-10-10

〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿1730-7

640-0415 紀の川市貴志川町長原444-20

〒５６１－０８２３ 大阪府豊中市神州町1-33

〒651-1221 兵庫県神戸市北区緑町7-13-12

〒663-8124 兵庫県西宮市小松南町1-16-15

〒671-2247 兵庫県姫路市緑台2丁目22-14

〒925-0141 石川県羽咋郡志賀町高浜町ノの１５４--１８

〒299-1143 千葉県君津市君津台1-12-1

〒188-0013 東京都西東京市向台町1-12-3

〒441-8145 愛知県豊橋市駒形町駒郷１５６

〒470-1101  豊明市沓掛町切山127-216

〒529-1851　滋賀県甲賀市信楽町長野598-3

住               所

〒005-0801 札幌市南区川沿1条６丁目６－３３

〒040-0065 函館市豊川町６－１１

〒039-1113 八戸市西白山台１０－６

〒986-0861 石巻市蛇田字埣寺6-18

〒９４５－１４３１ 新潟県柏崎市加納4569

29

岡山協会

27 境　港 夢みなと公園駐車場受付場所と同じ 岡山協会

28 鳥取東部 鳥取砂丘会館 受付場所と同じ

岡山協会

25 下津井 水島サノヤスドック 受付場所と同じ 岡山協会

26 笠　岡 神島外浦港駐車場受付場所と同じ

岡山協会

23 田万川 受付場所と同じ 島根協会

24 宇　野 田井新港駐車場 受付場所と同じ

18

19

島根協会

21 宮　津 受付場所と同じ 兵庫協会

22 大　田 受付場所と同じ

16 串　本 旧フェリーのりば 受付場所と同じ 大阪協会

17 淡路島 受付場所と同じ 兵庫協会

14 和歌山 受付場所と同じ 和歌山協会

15 古　江 古江漁港前 受付場所と同じ

11 敦　賀 受付場所と同じ 中部協会

12

13 熊　野 受付場所と同じ

伊　勢 受付場所と同じ

9 三　浦 受付場所と同じペリー記念公園 東京協会

10 三　保 受付場所と同じ 愛知協会

6

7

5 山　形

北陸協会

8 南　房 受付場所と同じ 千葉協会

受付場所と同じ

八　戸 受付場所と同じ

宮城協会

青森協会

4 宮　古 受付場所と同じ

3

2 道　南 受付場所と同じ

1
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協会名

北海道協会

道　央 受付場所と同じ 北海道協会

全日本サーフキャステイング連盟

会場
№

会　場　名 受付場所 審査場所

大阪協会

宮城協会

柏崎海岸 新潟協会

弓削島 受付場所と同じ 備後協会

明　石 受付場所と同じ

能　登

米山駐車場 受付場所と同じ

兵庫協会

姫　路 受付場所と同じ 兵庫協会

三重協会

三重協会

20 香　住 受付場所と同じ 兵庫協会



№　2

担　当　ク　ラ　ブ 電話番号

会 場 責 任 者 携帯電話

呉キャスターズ 0823-25-6932

羽田　光利 090-2806-0513

広島釣趣会 0829-56-2464

高須賀　幸彦 090-7541-8505

呉投友会 0824-34-3835

横山　浩二 080-1943-3835

関門サーフ 083-283-2466

靏野　重光 090-4587-0648

火の山サーフ 083-253-0792

木谷　高明 090-1687-0792

徳島市津田海岸町 悠友サーフ 088-688-0772

公園南側 尾形　丹士 090-1570-3163

香川鱗友サーフ 087-898-9460

青木　定信 090-1575-2422

三豊市役所　　 香川ドリームサーフ 087-882-8518

仁尾支所駐車場 大川　勉 090-7145-9950

松山キャスターズ 090-3188-1173

渡部　裕司

松山フィッシング 090-4335-7091

竹中　準

長浜サーフ 090-8692-4088

宮岡　宏明
西条フィッシャマン 090-3186-8716

高橋　正

RYOMAサーフ 088-852-2796

森澤哲士 090-8977-1916

大分サーフ 097-578-6225 〒870-0827 大分市城南北町31組

今宮 　一彦 090-7442-7827  エクセル悦和8-103号

門司サーフ 093-321-1227

岩佐　典広 090-1970-6894

飛幡サーフ 093-871-5058

大石　祥治 090-4350-0744

福岡サーフ

服部　康司 090-5087-8441

あじさいサーフ 095-850-0598

尾上　章司 090-3799-3020

大野サーフ 082-923-6405

檜垣　俊之 090-7595-5151

大野サーフ 0829-38-0408

高木　博之 090-9507-8622

福江港チャンス インター長崎サーフ 095-878-9019

レンタカー 吉田　朗 090-4474-0528

受付場所と同じ

〒850-0963 長崎市ダイヤランド3丁目22-23

宿毛海上保安庁前

大島大橋公園

讃岐家駐車場

〒801-0873 北九州市門司区東門司1-1-14

〒804-0046 北九州市戸畑区初音町7-11

〒811-3425 宗像市日の里5-1日の里団地22-404

〒851-2211 長崎市京泊1丁目15-23

〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園5丁目22-12

〒738-0031 広島県廿日市市原941

〒761-8023 香川県高松市鬼無町佐藤67-6

〒791-8076 愛媛県松山市会津町１－２

〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町１５７１

〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子３７６９

〒793-0030 愛媛県西条市大町８４９－１

781-1102 高知県土佐市高岡町乙3148－2

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口西3-7-5

〒739-2104 広島県東広島市高屋町大畠549-99

〒750-1114 下関市王喜本町3-3-3

〒751-0844 下関市新垢田西町1-4-23

〒771-0360   鳴門市瀬戸町明神字馬越15-40

〒761-0701 香川県木田郡三木町池戸3448-2

住               所

〒737-0051 広島県呉市中央6丁目11-22-602

49 対　馬 仁田役場 受付場所と同じ

45 志布志

上五島 民宿えびや前 受付場所と同じ

高知協会宿　毛 受付場所と同じ

崎戸・大島

北九州協会

46 福　岡
加布里牧野

うどん
受付場所と同じ

大分協会

50 下五島 受付場所と同じ

47

48

43 古　江
宮崎県延岡市
北浦町古江港

受付場所と同じ

44 北九州協会受付場所と同じ

40 大　洲 長浜新波止環境緑地 受付場所と同じ

41 今　治 今治港白灯台 受付場所と同じ

38 中　島 大浦港 受付場所と同じ

愛媛協会

39 宇和島 知永漁港 受付場所と同じ 愛媛協会

36

下　関

37 香川協会受付場所と同じ香川西

吉見フイッシング
センター駐車場

仙崎人口島
公園前

山口協会

33

34

35 徳　島 徳島協会

岬の町三百目
埠頭公園前

山口協会

仙　崎
仙崎観光汽船
乗り場駐車場

30

31

32 蒲　刈 見戸代港 受付場所と同じ

呉 音戸瀬戸公園 受付場所と同じ

協会名
会場
№

会　場　名 受付場所 審査場所

広島協会

香川協会
三津トンネル北
側彫刻公園

香川東

長崎協会

広島協会

平　戸
平戸側大橋畔駐

車場

広島協会

長崎協会

北九州協会

受付場所と同じ

内之浦ｺｽﾓﾋﾟｱ前 受付場所と同じ

広島協会

広島協会

42

愛媛協会

柳　井 柳井港東埋立地 受付場所と同じ

愛媛協会


