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シロギス C 33.0 2012/10/30 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 31.0 2012/10/08 滋賀投友会 宮原崇憲 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/10/25 滋賀投友会 片岡洋次朗 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/11/02 滋賀投友会 萩原良太 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/11/04 滋賀投友会 井上輝美 福井県 小浜

シロギス C 30.0 2012/11/04 滋賀投友会 南道雄 福井県 小浜

イシガレイ C 45.6 2012/11/25 東住吉サーフ 畝木敬之 鳥取県 境港市外ノ江

クロダイ D 52.0 2012/10/28 なにわキャスターズ 宮内宏知 香川県 手島 西浦 ゴロタ浜

クロダイ D 50.3 2012/11/03 大阪臥竜サーフ 小西健治 岡山県 水島

クロダイ C 48.3 2012/10/12 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 御坊市 日高川

クロダイ C 47.0 2012/10/28 なにわキャスターズ 宮内宏知 香川県 手島 西浦 ゴロタ浜

クロダイ C 46.2 2012/11/12 大阪投友会 里村達郎 島根県 松江市美保ケ関町

クロダイ C 45.0 2012/10/20 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

クロダイ C 45.0 2012/10/21 ＯＫＡＣ 山崎とみ子 兵庫県 淡路島、道の駅

クロダイ C 45.0 2012/10/21 鷺洲シルバーサーフ 川村日一 京都府 久御山町小天橋

クロダイ C 45.0 2012/11/09 レインマンサーフ 千原重利 三重県 海山町引本

キチヌ C 47.0 2012/11/03 大阪臥竜サーフ 浜田剛 島根県 境水道

キチヌ C 47.0 2012/11/04 大阪釣友サーフ 竹内先 三重県 紀北町引本

ヘダイ C 47.0 2012/11/18 滋賀投友会 大宮弘勝 三重県 熊野

キュウセン C 31.0 2012/11/03 滋賀投友会 山本明 愛媛県 九島

キュウセン C 30.1 2012/11/03 滋賀投友会 山本明 愛媛県 九島

キュウセン C 30.0 2012/11/03 滋賀投友会 山本明 愛媛県 九島

ニベ D 52.3 2012/10/06 ヤングサーフ 奥野一彦 岡山県 下津井

ニベ D 50.2 2012/11/04 大阪投友会 里村達郎 岡山県 瀬戸内市牛窓

ニベ C 45.0 2012/11/10 大阪釣友サーフ 下浦輝明 岡山県 牛窓海水浴場

コイチ D 55.5 2012/10/21 レインマンサーフ 千原重利 香川県 三豊市詫間町香田

スズキ S 86.5 2012/11/03 高槻サーフ 吉田勝 島根県 大田市

スズキ D 76.5 2012/10/21 大阪黒潮サーフ 出口達也 和歌山県 和歌山市紀ノ川

スズキ D 74.0 2012/10/28 なにわキャスターズ 西橋浩 香川県 本島 屋釜

マダイ S 74.0 2012/11/10 ヤングサーフ 脇阪由憲 島根県 隠岐　菱浦

マダイ D 63.0 2012/10/21 関西暁サーフ 山本孝 三重県 紀北町 引本

マダイ C 51.0 2012/10/21 高石サーフ 山川茂 和歌山県 美浜町煙樹ヶ浜

マゴチ D 67.7 2012/10/21 関西投友釣クラブ 澤田栄二 香川県 三豊市 詫間町

マゴチ D 65.6 2012/10/28 関西投友釣クラブ 澤田栄二 香川県 三豊市 詫間町

マゴチ C 55.0 2012/10/14 ヤングサーフ 脇阪由憲 島根県 瀬崎

マゴチ C 53.7 2012/10/28 ヤングサーフ 佐藤芳一 島根県 野井

マゴチ C 50.3 2012/10/28 大阪投友会 廣瀬益美 愛媛県 愛南町深浦

マゴチ C 50.0 2012/10/13 滋賀投友会 須藤寛 島根県 松江
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カワハギ C 30.0 2012/10/29 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 愛媛県 西予市　明浜

トカゲエソ D 50.3 2012/10/21 長居フィッシングクラブ 市原一宏 兵庫県 明石市東二見

トカゲエソ D 50.0 2012/11/03 大阪釣友サーフ 下浦輝明 鳥取県 境港太平洋セメント

トカゲエソ C 45.0 2012/10/31 長居フィッシングクラブ 市原一宏 徳島県 鳴門市瀬戸町明神

トカゲエソ C 45.0 2012/10/31 北斗サーフ 小瀬雄次 和歌山県 由良衣奈

ワニエソ S 71.5 2012/11/03 アワジフィッシング 長谷川靖之 愛媛県 伊方町

ワニエソ D 58.0 2012/11/10 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 宇和島市

ワニエソ D 53.0 2012/10/28 滋賀投友会 山本義史 島根県 笠浦

ワニエソ D 50.0 2012/10/28 滋賀投友会 萩原良太 島根県 江島

ワニエソ D 50.0 2012/11/03 アワジフィッシング 長谷川靖之 愛媛県 伊方町

ワニエソ C 49.0 2012/11/10 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 宇和島市

ワニエソ C 47.0 2012/11/04 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 吉田

ワニエソ C 46.0 2012/10/27 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 愛媛県 西予市　明浜

ワニエソ C 45.0 2012/11/03 なにわキャスターズ 西橋浩 三重県 引本浦

コトヒキ D 45.0 2012/10/29 大阪投友会 廣瀬益美 愛媛県 愛南町大浜

コトヒキ C 44.2 2012/10/29 大阪投友会 里村達郎 愛媛県 愛南町大浜

ヒラメ D 60.0 2012/11/03 滋賀投友会 瀧井義士 長崎県 野母崎

ヒラメ C 58.0 2012/11/03 高槻サーフ 西村三寿夫 島根県 大田市

ヒラメ C 53.0 2012/10/13 滋賀投友会 須藤寛 島根県 松江

ヒラメ C 52.0 2012/11/10 滋賀投友会 須藤寛 島根県 松江

ヒラメ C 50.0 2012/11/04 滋賀投友会 瀧井義士 長崎県 野母崎

ヒラメ C 50.0 2012/11/10 滋賀投友会 須藤寛 島根県 松江

クロウシノシタ S 47.9 2012/10/20 レインマンサーフ 千原重利 香川県 三豊市詫間町香田

タカノハダイ T 39.0 2012/11/18 滋賀投友会 大宮弘勝 三重県 熊野

ウスバハギ T 55.0 2012/11/03 門真サーフ 河田一也 愛媛県 宇和島市 須下

メイチダイ T 35.2 2012/11/18 滋賀投友会 須藤寛 三重県 熊野

コロダイ T 61.3 2012/10/28 北斗サーフ 安田哲 和歌山県 白浜町川久横

イラ S 48.0 2012/11/18 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 三重県 尾鷲市　古江

イトヨリダイ T 42.6 2012/10/28 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 愛媛県 西予市　明浜

イトヨリダイ T 40.0 2012/10/31 滋賀投友会 宮原崇憲 三重県 引本

アカアマダイ T 44.0 2012/10/07 大阪臥竜サーフ 小西健治 愛媛県 戸島

アカアマダイ T 42.0 2012/10/27 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 愛媛県 西予市　明浜

アオハタ T 40.0 2012/10/21 大阪サーフ 薄田健吾 京都府 伊根


