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シロギス D 35.0 2012/09/07 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 31.1 2012/09/16 滋賀投友会 南孝範 福井県 小浜

シロギス C 31.0 2012/09/07 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/09/05 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/09/07 滋賀投友会 片岡四朗 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/09/07 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/09/07 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

クロダイ D 50.5 2012/08/09 滋賀投友会 宮原崇憲 三重県 鵜殿

クロダイ D 50.0 2012/08/19 ＯＫＡＣ 合田幸男 和歌山県 王子ヶ浜

クロダイ D 50.0 2012/09/02 北斗サーフ 清水忠 和歌山県 王子ケ浜

クロダイ C 49.0 2012/08/19 北斗サーフ 矢野圭延 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ C 49.0 2012/09/03 門真サーフ 井田昇 三重県 御浜町 阿田和

クロダイ C 48.4 2012/09/01 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 48.0 2012/08/19 北斗サーフ 矢野圭延 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ C 47.9 2012/08/05 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 47.0 2012/08/19 北斗サーフ 清水忠 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ C 46.0 2012/08/19 ＯＫＡＣ 合田幸男 和歌山県 王子ヶ浜

クロダイ C 46.0 2012/08/26 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 45.5 2012/08/21 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 45.4 2012/08/21 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 有田市 有田川

クロダイ C 45.0 2012/08/19 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

クロダイ C 45.0 2012/08/24 北斗サーフ 小瀬雄次 香川県 丸亀市手島

キチヌ D 52.3 2012/08/13 セントラルキャスターズ 河野栄子 宮崎県 串間市

キチヌ D 51.4 2012/08/14 セントラルキャスターズ 森川秀明 宮崎県 串間市

キチヌ D 51.3 2012/08/26 関西投友釣クラブ 澤田栄二 大阪府 淀川 右岸

キチヌ C 49.0 2012/08/20 滋賀投友会 井上輝美 大阪府 淀川

キチヌ C 48.0 2012/08/03 貝塚サーフ 野村道雄 大阪府 大阪市 淀川

キチヌ C 46.2 2012/08/29 大阪投友会 廣瀬益美 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.1 2012/08/05 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 大阪府 新淀川

ヘダイ C 46.6 2012/08/13 セントラルキャスターズ 森川秀明 宮崎県 串間市

ヘダイ C 46.0 2012/08/13 なにわキャスターズ 山下一利 三重県 新鹿

コイチ C 48.7 2012/08/26 貝塚サーフ 阪口真一 岡山県 倉敷市 川鉄波止

コイチ C 48.2 2012/08/26 貝塚サーフ 阪口真一 岡山県 倉敷市 川鉄波止

オオニベ C 49.5 2012/08/10 長居フィッシングクラブ 六車健一 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

マダイ C 56.0 2012/08/19 西大阪サーフ 大野健太郎 香川県 丸亀市小手島

マダイ C 52.0 2012/08/19 西大阪サーフ 大野健太郎 香川県 丸亀市小手島

マダイ C 51.0 2012/07/29 大阪釣友サーフ 福田昭穂 三重県 紀北町引本

マダイ C 51.0 2012/08/19 西大阪サーフ 太田豊博 香川県 丸亀市小手島

大阪協会  大阪協会  大阪協会  大阪協会  2012201220122012年年年年9999月 大物月 大物月 大物月 大物ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ速報速報速報速報



魚 名魚 名魚 名魚 名 ﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸ 長寸長寸長寸長寸 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 クラブクラブクラブクラブ名名名名 氏  名氏  名氏  名氏  名 県名県名県名県名 釣釣釣釣りりりり場場場場

大阪協会  大阪協会  大阪協会  大阪協会  2012201220122012年年年年9999月 大物月 大物月 大物月 大物ﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽﾆｭｰｽ速報速報速報速報

マダイ C 50.0 2012/08/19 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

マダイ C 50.0 2012/08/19 西大阪サーフ 太田豊博 香川県 丸亀市小手島

マゴチ S 65.5 2012/09/07 西大阪サーフ 永沢弘雄 京都府 伊根町蒲入

マゴチ D 63.0 2012/08/21 大阪釣友サーフ 松本喜安 鹿児島県 肝属郡肝付町

マゴチ C 55.0 2012/08/04 なにわキャスターズ 西橋浩 島根県 十六島

マゴチ C 52.0 2012/09/15 関西投友釣クラブ 澤田栄二 島根県 隠岐

マゴチ C 50.0 2012/08/05 大阪若潮サーフ 岡田栄 京都府 日置

トカゲエソ C 47.0 2012/08/19 大正サーフ 垣内守雄 徳島県 鳴門市粟津離岸堤

トカゲエソ C 45.0 2012/08/19 大正サーフ 眞保弘 徳島県 鳴門市粟津離岸堤

コトヒキ D 46.1 2012/08/13 セントラルキャスターズ 河野栄子 宮崎県 串間市

コトヒキ D 45.9 2012/08/13 セントラルキャスターズ 森川秀明 宮崎県 串間市

コトヒキ C 42.2 2012/09/15 大阪釣友サーフ 竹内先 宮崎県 串間市西浜

ヒラメ C 52.0 2012/09/02 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 津島町漁家

ヒラメ C 52.0 2012/09/02 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 津島町漁家

コロダイ T 69.2 2012/09/06 滋賀投友会 大宮弘勝 大分県 鶴見半島

コロダイ T 65.0 2012/09/14 高槻サーフ 吉田勝 宮崎県 串間市

コロダイ T 64.0 2012/08/15 滋賀投友会 宮原崇憲 三重県 七里御浜

キジハタ S 55.0 2012/08/19 西大阪サーフ 大野健太郎 香川県 丸亀市小手島


