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シロギス C 30.0 2013/08/26 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜

クロダイ D 52.0 2013/10/13 滋賀投友会 井上輝美 岡山県 笠岡

クロダイ D 50.0 2013/09/14 西大阪サーフ 村田匡宏 岡山県 倉敷市茶瓶

クロダイ D 50.0 2013/09/21 滋賀投友会 井上輝美 岡山県 茶瓶

クロダイ C 49.0 2013/09/20 大阪サーフ 伴一郎 鹿児島県 内之浦

クロダイ C 45.0 2013/10/04 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 2013/10/06 滋賀投友会 須藤寛 三重県 鵜殿港

キチヌ C 48.0 2013/09/22 貝塚サーフ 濱田民生 和歌山県 白浜町 安久川

キチヌ C 47.4 2013/09/23 貝塚サーフ 前田進 和歌山県 白浜町 袋

ヘダイ D 50.7 2013/09/16 大阪サーフ 柿山賢治 和歌山県 美浜町 煙樹ヶ浜

ヘダイ C 46.6 2013/09/12 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 白浜町 安久川

ヘダイ C 45.0 2013/09/21 滋賀投友会 瀧井義士 和歌山県 白浜

ヨメゴチ C 35.1 2013/10/18 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 明浜

ニベ C 45.3 2013/10/14 大阪投友会 里村達郎 岡山県 牛窓

ニベ C 45.0 2013/10/02 貝塚サーフ 佐野祥太 岡山県 牛窓町 牛窓港

コイチ D 51.0 2013/09/15 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

コイチ D 51.0 2013/09/15 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

コイチ D 50.0 2013/09/15 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

コイチ D 50.0 2013/09/21 滋賀投友会 井上輝美 岡山県 茶瓶

コイチ D 50.0 2013/10/20 滋賀投友会 南孝範 岡山県 笠岡

コイチ C 48.0 2013/09/15 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

コイチ C 45.6 2013/09/22 長居フィッシングクラブ 六車健一 岡山県 瀬戸内市牛窓

コイチ C 45.0 2013/09/21 滋賀投友会 井上輝美 岡山県 茶瓶

コイチ C 45.0 2013/10/04 西大阪サーフ 永沢弘雄 岡山県 倉敷市茶瓶

コイチ C 45.0 2013/10/06 滋賀投友会 瀧井義士 岡山県 牛窓

スズキ D 70.0 2013/09/13 サーフ和 森永和利 大阪府 泉北郡忠岡町新浜

スズキ C 66.3 2013/10/20 ＯＫＡＣ 木村康司 三重県 引本

マダイ S 80.0 2013/10/18 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 明浜

マダイ S 76.5 2013/10/13 大阪サーフ 柿山賢治 愛媛県 西予市 明浜

マダイ S 70.0 2013/10/06 滋賀投友会 大宮弘勝 岡山県 笠岡

マダイ D 68.1 2013/09/21 サーフ・スキッパーズ 高倉雅典 三重県 引本

マダイ D 63.0 2013/09/14 大阪釣友サーフ 福田昭穂 三重県 引本

マダイ D 60.0 2013/10/06 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ C 57.0 2013/10/06 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ C 55.0 2013/10/06 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ C 53.0 2013/09/08 泉陽サーフ 水野孝治 和歌山県 田辺市内之浦

マダイ C 50.0 2013/09/23 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 宇和島

マゴチ C 55.0 2013/10/06 北斗サーフ 安田哲 三重県 鳥羽市菅島

マゴチ C 53.2 2013/10/20 滋賀投友会 井上輝美 岡山県 笠岡

マゴチ C 53.0 2013/10/06 北斗サーフ 安田哲 三重県 鳥羽市菅島

マゴチ C 50.0 2013/09/22 滋賀投友会 山本義史 島根県 野井
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カワハギ C 31.0 2013/09/23 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島

トカゲエソ C 45.0 2013/09/13 北斗サーフ 小瀬雄次 和歌山県 有田市有田川尻

トカゲエソ C 45.0 2013/10/03 北斗サーフ 有光伸悟 和歌山県 有田川一文字

トカゲエソ C 45.0 2013/10/03 北斗サーフ 有光伸悟 和歌山県 有田川一文字

ワニエソ D 53.0 2013/09/23 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島

ワニエソ D 52.0 2013/10/14 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 宇和島

ワニエソ D 51.0 2013/09/23 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島

ワニエソ D 50.4 2013/10/05 大阪投友会 廣瀬益美 愛媛県 愛南町

ワニエソ D 50.0 2013/09/27 西大阪サーフ 永沢弘雄 愛媛県 宇和島市魚泊

ワニエソ C 46.0 2013/09/23 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 宇和島

ワニエソ C 46.0 2013/09/27 西大阪サーフ 村田匡宏 愛媛県 宇和島市魚泊

ワニエソ C 46.0 2013/10/05 大阪投友会 廣瀬益美 愛媛県 愛南町

ワニエソ C 46.0 2013/10/05 大阪投友会 廣瀬益美 愛媛県 愛南町

ワニエソ C 45.0 2013/09/23 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島

ワニエソ C 45.0 2013/09/23 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 津島

シマイサキ C 40.0 2013/09/20 大阪サーフ 伴一郎 鹿児島県 内之浦

カサゴ T 38.3 2013/10/13 大阪サーフ 柿山賢治 愛媛県 西予市 明浜

タカノハダイ T 36.0 2013/08/04 ＯＫＡＣ 合田幸男 和歌山県 古座川河口

ウスバハギ T 54.0 2013/09/22 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 須下

ウスバハギ T 53.0 2013/09/22 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 須下

ウスバハギ T 52.0 2013/09/22 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 須下

ウスバハギ T 51.0 2013/09/22 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 須下

ウスバハギ T 50.0 2013/09/22 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 須下

ウスバハギ T 50.0 2013/09/22 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 須下

ウスバハギ T 50.0 2013/09/22 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 須下

コロダイ S 80.7 2013/10/03 高槻サーフ 吉田勝 高知県 大月町龍ヶ迫

コロダイ T 72.6 2013/09/20 滋賀投友会 大宮弘勝 高知県 四万十市

コロダイ T 72.3 2013/10/15 長居フィッシングクラブ 市原一宏 愛媛県 宇和島市津島町曽根

コロダイ T 62.3 2013/09/23 貝塚サーフ 道越浩平 和歌山県 白浜町 袋

コロダイ T 60.0 2013/09/20 滋賀投友会 大宮弘勝 高知県 四万十市

イトヨリダイ T 42.0 2013/09/23 長居フィッシングクラブ 市原一宏 愛媛県 宇和島市津島町曽根

イトヨリダイ T 41.0 2013/10/18 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 明浜

アカアマダイ S 50.0 2013/10/18 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 明浜

アカアマダイ T 45.0 2013/10/18 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 明浜

クエ T 76.0 2013/10/13 滋賀投友会 萩原良太 三重県 七里御浜


