
協会名：　愛媛協会
会長名　岡田　正時

第８８回全日本キス投げ釣り選手権大会
担　当　ク　ラ　ブ 担　当　ク　ラ　ブ
会 場 責 任 者 会 場 責 任 者

北海サーフ 倉敷ツロットサーフ
久蔵　寿裕 岩部　浩二
はこだてサーフ 三原サーフ
岸田　健司 片山　利雄
極投かまどキャスターズ 竹原サーフ
槻舘　隆一 吉本　博己
仙台広瀬キャスターズ 呉キャスターズ
相澤　浩次 阿井　豪敏
仙台青葉サーフ 呉投友会
木村　春男 横山　浩二
宮城海遊サーフ 広島ｸﾞﾘｰﾝｷｬｽﾀｰｽﾞ
有馬　洋一 上村　脩
千葉サーフ 廿日市サーフ
増村　隆 高田　一雄
柏崎サーフ 下関サーフ
杉野　晶一 河合　則夫
東京フロンティアサーフ 関門サーフ
利根川　俊一 鶴野　重光
投狂ＣＯＭ－ＭＩＸ 高松サーフ
村田　一郎 増本　敬三
一宮サーフ 善通寺サーフ
竹中　清治 大河内　浩之
三河サーフ 徳島投友会
長田　勇治 長澤　政人
豊橋サーフ 燧灘キャスターズ
加藤　健司 一色　正信
四日市サーフ 金亀サーフ
杉本　義徳 濱田　公彦
熊野サーフ 西条フィッシャマン
岩本　浩 高橋　正
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サーフ紀州 高知中央サーフ
空山　佳弘 仁井田　浩一
神戸投翔会 ＲＹＯＭＡサーフ
松原　宏之 森澤　哲士
遊魚会 大野サーフ
戸伏　英夫 高木　博之
神戸投魂会 平戸側 小倉メゴチサーフ
大山　廣之 大橋畔駐車場 北野 信明
阪神サーフ 大野サーフ
藤原　康伸 檜垣　俊之
鳥取サーフ 長崎あじさいSC
山根　一則 中村　博志
ＵＬＴＩＭＡ 大分サーフ
藤原　一雄　 矢野　淳平
岡山マスターズ 大野サーフ
黒田　伸一 野村　哲郎
倉敷サーフ 飛幡サーフ
考原　隆治 大石 祥治
岡山フェニックスサーフ 広島リール
片山　芳光 蔦　一二一

能登中央サーフ
南口　浩一

55 能登 道の駅（中島ロマン峠） 受付に同じ 北陸

プロジェクト用

53 志布志 内之浦コスモピア前 受付に同じ 北九州

54 山口 道の駅田万川 受付に同じ 広島

51 北浦 宮崎県延岡市北浦古江漁港 受付に同じ 大分

52 長島 薄井漁港竹島大橋下 黒之瀬戸大橋 広島

49 上五島 民宿えびのや前 受付に同じ 広島

50 西海･大島 太田和フェリー乗場跡 受付に同じ 長崎

47 対馬 仁田役場 受付に同じ 広島

48 平戸 受付に同じ 北九州

45 高知 高知新港西詰 受付に同じ 高知

46 宿毛 宿毛佐伯フェリー乗場 受付に同じ 高知

43 松山 三津埠頭（魚市場前） 受付に同じ 愛媛

44 中島 神ノ浦港 受付に同じ 愛媛

41 長浜 長浜新波止環境緑地 受付に同じ 愛媛

42 今治 今治港白灯台 受付に同じ 愛媛

39 徳島 徳島市津田海岸町南側 徳島市津田海岸町公園 徳島

40 宇和島 吉田町知永漁港前 受付に同じ 愛媛

37 香川東 讃岐屋駐車場 旧さかな亭前広場 香川

38 香川西 三豊市仁尾支所駐車場 受付に同じ 香川

35 仙崎
仙崎観光船乗り場
駐車場

仙崎漁港 山口

36 下関
吉見フイッシングセンター
駐車場

岬之町三百目埠頭公園前 山口

33 浜田 お魚ｾﾝﾀｰ前広場 受付に同じ 広島

34 柳井 柳井港東埋立地 受付に同じ 広島

31 呉 音戸瀬戸公園 受付に同じ 広島

32 蒲刈 見戸代港 受付に同じ 広島

29 弓削島 下弓削新港 受付に同じ 備後

30 大崎上島 垂水フェリーのりば 受付に同じ 備後

会場№ 会　場　名 受付場所 審査場所 協会名

28 境港 ドラム缶 受付に同じ 岡山

岡山25 宇野 田井新港南 受付に同じ

大阪

24 牛窓 漁連西新波止 受付に同じ 岡山

17 串本 旧フェリー乗場 受付に同じ

三重

16 古江 古江漁港前 受付に同じ 大阪

15 熊野
熊野市大泊町
熊野ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

受付に同じ

三重

青森3 青森県六ヶ所村 むつ小川原港船着場 受付に同じ

4 秋田 天王町道の駅 秋田港マリーナ

北海道

2 道南 函館市若松埠頭 受付に同じ

1 道央 沼ノ端ドライブインタートル 受付に同じ

北海道

兵庫

22 間人 後ヶ浜 受付に同じ 兵庫

21 明石 明石港土砂置き場 受付に同じ

兵庫

20 香住 香住東港 受付に同じ 兵庫

19 淡路島 佐野運動公園臨時駐車場 受付に同じ

和歌山

受付に同じ

18 和歌山 水軒埋立地 受付に同じ

14 伊勢
R23号線
南豊ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ

受付に同じ

会場一覧表

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 協会名

東北

東北

6 牡鹿雄勝 石巻新漁港 受付に同じ 東北

5 山形 鼠ヶ関港入り口右パーキング 受付に同じ

新潟

9 三浦 久里浜ペリー公園 受付に同じ 東京

8 柏崎港 柏崎みなと公園 受付に同じ

東京

11 敦賀 敦賀こどもの国駐車場 受付に同じ 中部

10 江名 江名港（たけちゃん渡船場） 受付に同じ

中部

13 沼津 沼津旧米軍上陸演習地跡 受付に同じ 愛知

12 若狭上中 道の駅「若狭熊川宿」

鳥取23 鳥取東部 鳥取砂丘会館 受付に同じ

千葉7 南房 道の駅「とみやま」 受付に同じ

岡山

27 笠岡 神島外浦港 受付に同じ 岡山

26 下津井 佐野安ドツク横 受付に同じ


