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シロギス D 35.3 2012/07/21 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 34.0 2012/08/02 滋賀投友会 山本義史 福井県 敦賀

シロギス C 31.2 2012/07/21 なにわキャスターズ 西橋浩 兵庫県 竹野青井

シロギス C 31.0 2012/07/17 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜

シロギス C 30.5 2012/07/26 ヤングサーフ 入船文裕 三重県 引本

シロギス C 30.5 2012/08/05 大阪サーフ 薄田健吾 京都府 舞鶴市 野原

シロギス C 30.3 2012/08/05 滋賀投友会 南道雄 福井県 敦賀

シロギス C 30.0 2012/07/21 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/07/24 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/07/28 滋賀投友会 宮原崇憲 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/08/04 長居フィッシングクラブ 吉田二久 三重県 尾鷲市二木島

シロギス C 30.0 2012/08/13 関西投友釣クラブ 澤田栄二 香川県 丸亀市 本島

クロガシラガレイ D 50.8 2012/07/29 滋賀投友会 山本明 北海道 礼文島香深

クロガシラガレイ C 45.0 2012/07/29 滋賀投友会 山本明 北海道 礼文島香深

クロダイ S 55.4 2012/08/12 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市広島

クロダイ D 53.0 2012/07/24 西大阪サーフ 永沢弘雄 兵庫県 淡路市富島

クロダイ D 52.8 2012/07/15 関西暁サーフ 籾木千年 島根県 隠岐 西ノ島 ﾆｲｼﾞ浦

クロダイ D 52.5 2012/07/15 長居フィッシングクラブ 六車健一 京都府 宮津市矢原

クロダイ D 51.0 2012/08/12 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市広島

クロダイ D 50.5 2012/07/09 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 新宮市 王子ｹ浜

クロダイ D 50.0 2012/08/03 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市広島

クロダイ D 50.0 2012/08/09 滋賀投友会 森野憲司 福井県 敦賀

クロダイ D 50.0 2012/08/12 サーフ・スキッパーズ 湯浅研史 香川県 丸亀市広島

クロダイ C 48.5 2012/07/08 貝塚サーフ 濱田民生 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

クロダイ C 48.0 2012/08/13 滋賀投友会 井上輝美 大阪府 淀川

クロダイ C 47.0 2012/07/15 大阪臥竜サーフ 宮井輝明 香川県 広島甲路港

クロダイ C 46.0 2012/07/16 大阪臥竜サーフ 宮井輝明 香川県 庵治町竹居

クロダイ C 46.0 2012/07/22 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市広島

クロダイ C 46.0 2012/08/02 北斗サーフ 矢野圭延 香川県 丸亀市広島西ノ鼻

クロダイ C 46.0 2012/08/08 貝塚サーフ 大内秀夫 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

クロダイ C 45.2 2012/08/08 大阪投友会 廣瀬益美 大阪府 新淀川

クロダイ C 45.0 2012/07/08 貝塚サーフ 濱田民生 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

クロダイ C 45.0 2012/07/16 サーフ・スキッパーズ 湯浅研史 宮崎県 串間市福島

クロダイ C 45.0 2012/07/20 大阪銀鱗投友会 栗谷浩 大阪府 新淀川

クロダイ C 45.0 2012/07/22 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市広島

クロダイ C 45.0 2012/07/22 滋賀投友会 須藤寛 和歌山県 岩代

クロダイ C 45.0 2012/08/05 高石サーフ 内山忠雄 和歌山県 和歌山市紀ノ川

クロダイ C 45.0 2012/08/12 東大阪拓研サーフ 尾瀬健一郎 和歌山県 みなべ町岩代
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キチヌ D 53.0 2012/08/18 高槻サーフ 吉田勝 三重県 尾鷲市 引本

キチヌ D 50.0 2012/07/11 貝塚サーフ 山下幸治 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

キチヌ C 49.3 2012/07/31 北斗サーフ 安原宗彦 和歌山県 田辺

キチヌ C 49.2 2012/08/18 大阪投友会 廣瀬益美 大阪府 新淀川

キチヌ C 48.6 2012/07/22 大阪銀鱗投友会 栗谷浩 大阪府 新淀川

キチヌ C 46.0 2012/07/31 滋賀投友会 井上輝美 大阪府 淀川

キチヌ C 46.0 2012/08/05 大阪釣友サーフ 竹内先 大阪府 此花区淀川尻

キチヌ C 45.9 2012/08/08 大阪投友会 廣瀬益美 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.0 2012/08/18 大阪投友会 廣瀬益美 大阪府 新淀川

ヘダイ D 54.0 2012/07/01 泉陽サーフ 水野孝治 和歌山県 田辺市内之浦

ヘダイ C 46.0 2012/08/06 大阪釣友サーフ 松本喜安 高知県 奈半利町

ヘダイ C 45.0 2012/08/08 高槻サーフ 吉田勝 鹿児島県 指宿市

キュウセン C 30.5 2012/07/29 滋賀投友会 瀧井義士 三重県 熊野

ニベ C 45.1 2012/07/22 高石サーフ 内山忠雄 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

コイチ C 46.0 2012/07/15 大阪臥竜サーフ 大辻晃太郎 香川県 広島甲路港

スズキ S 88.7 2012/07/16 滋賀投友会 大宮弘勝 島根県 隠岐

マダイ S 70.7 2012/07/14 大阪釣友サーフ 下浦輝明 島根県 隠岐浦郷

マダイ S 70.1 2012/08/14 高槻サーフ 吉田勝 三重県 尾鷲市 引本

マダイ C 56.0 2012/07/22 大阪臥竜サーフ 宮井輝明 和歌山県 一本松

マダイ C 56.0 2012/08/08 なにわキャスターズ 宮内宏知 島根県 西郷一文字

マダイ C 55.0 2012/07/22 西大阪サーフ 大野健太郎 香川県 丸亀市手島

マダイ C 53.8 2012/07/15 関西暁サーフ 籾木千年 島根県 隠岐 西ノ島 ﾆｲｼﾞ浦

マダイ C 50.7 2012/07/14 関西暁サーフ 籾木千年 島根県 隠岐 西ノ島 浦郷港

マゴチ S 68.0 2012/07/15 滋賀投友会 須藤寛 島根県 隠岐

マゴチ D 61.0 2012/08/05 大阪サーフ 薄田健吾 京都府 舞鶴市 野原

マゴチ D 61.0 2012/08/16 滋賀投友会 南孝範 福井県 敦賀

マゴチ D 60.4 2012/07/21 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 三重県 四日市市　霞一文字

マゴチ C 58.0 2012/07/23 滋賀投友会 宮原崇憲 島根県 松江

マゴチ C 57.5 2012/07/16 ヤングサーフ 中川哲也 三重県 新鹿

マゴチ C 56.0 2012/07/15 レインマンサーフ 岡本宣勝 島根県 隠岐島　福浦

マゴチ C 56.0 2012/07/15 門真サーフ 西野幸芳 島根県 海士町 青谷

マゴチ C 55.0 2012/07/16 滋賀投友会 須藤寛 島根県 隠岐

マゴチ C 53.0 2012/07/14 泉陽サーフ 山本健夫 島根県 隠岐海士

マゴチ C 53.0 2012/07/21 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 三重県 四日市市　霞一文字

マゴチ C 51.0 2012/07/16 滋賀投友会 片岡洋次朗 島根県 隠岐

マゴチ C 50.5 2012/07/14 門真サーフ 西野幸芳 島根県 海士町 青谷

マゴチ C 50.0 2012/07/16 滋賀投友会 須藤寛 島根県 隠岐

トカゲエソ D 51.0 2012/07/24 西大阪サーフ 永沢弘雄 兵庫県 淡路市佐野

ワニエソ D 51.0 2012/07/29 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島
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ワニエソ C 48.0 2012/07/23 滋賀投友会 宮原崇憲 島根県 松江
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コトヒキ C 42.0 2012/08/06 大阪釣友サーフ 木村政信 高知県 奈半利漁港

クロウシノシタ T 42.0 2012/07/23 滋賀投友会 宮原崇憲 島根県 松江

クロウシノシタ T 41.0 2012/07/23 滋賀投友会 宮原崇憲 島根県 松江

タカノハダイ T 35.0 2012/08/12 大阪臥竜サーフ 浜田剛 高知県 奈半利

ハマフエフキ S 75.2 2012/08/18 大阪サーフ 薄田健吾 高知県 宿毛市 沖ノ島

コロダイ T 65.0 2012/08/12 滋賀投友会 片岡洋次朗 鹿児島県 谷山

コロダイ T 62.0 2012/07/22 滋賀投友会 須藤寛 和歌山県 岩代

コロダイ T 60.0 2012/08/12 東大阪拓研サーフ 西川満吉 和歌山県 みなべ町岩代

イラ S 46.3 2012/07/07 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 和歌山県 那智勝浦町　勝浦


