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クロガシラガレイ C 47.7 2013/04/30 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 奥尻

クロガシラガレイ C 46.5 2013/04/30 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 奥尻

クロガシラガレイ C 46.0 2013/04/29 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 奥尻

クロガシラガレイ C 45.7 2013/05/06 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 北海道 奥尻島奥尻

アイナメ D 56.2 2013/05/09 大阪投友会 廣瀬益美 北海道 奥尻郡奥尻

アイナメ D 54.3 2013/05/02 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 小樽港

アイナメ D 53.5 2013/05/02 関西投友釣クラブ 平井一男 北海道 奥尻港

アイナメ D 51.5 2013/05/02 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 小樽港

アイナメ C 47.0 2013/05/08 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 北海道 奥尻島奥尻港

アイナメ C 45.6 2013/03/31 大阪臥竜サーフ 渡辺基 三重県 鳥羽

クロダイ D 51.3 2013/04/28 大阪黒潮サーフ 田中良平 和歌山県 紀ノ川

クロダイ D 50.8 2013/04/14 貝塚サーフ 野村道雄 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

クロダイ C 48.0 2013/05/03 東住吉サーフ 畝木敬之 和歌山県 新宮市王子が浜

クロダイ C 47.7 2013/04/14 西大阪サーフ 沢木孝 三重県 鳥羽市答志島

クロダイ C 47.0 2013/04/14 高槻サーフ 西村三寿夫 三重県 尾鷲市 引本

クロダイ C 45.8 2013/05/03 泉陽サーフ 有本一行 島根県 隠岐郡西ノ島町

ヘダイ C 48.4 2013/04/04 北斗サーフ 松本和典 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

ヘダイ C 47.0 2013/05/03 東住吉サーフ 英純一 和歌山県 新宮市王子が浜

ヘダイ C 46.0 2013/05/03 東住吉サーフ 英純一 和歌山県 新宮市王子が浜

ヘダイ C 45.0 2013/04/28 滋賀投友会 井上輝美 和歌山県 王子ヶ浜

ハゼクチ D 40.1 2013/03/25 ヤングサーフ 河野一郎 熊本県 緑川

スズキ D 70.0 2013/04/26 セントラルキャスターズ 松下匠 和歌山県 紀ノ川

スズキ C 65.1 2013/04/28 セントラルキャスターズ 森川秀明 島根県 松江市大橋川

スズキ C 65.0 2013/04/27 大正サーフ 勝田光一 大阪府 大阪市此花区淀川河口

マダイ S 80.0 2013/05/12 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ D 65.0 2013/05/12 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ D 64.0 2013/05/05 大阪釣友サーフ 福田昭穂 三重県 紀北町引本

マダイ D 62.3 2013/04/14 西大阪サーフ 大野健太郎 三重県 鳥羽市答志島

マダイ D 62.0 2013/05/04 滋賀投友会 宮原崇憲 岡山県 笠岡

マダイ D 61.5 2013/05/05 関西暁サーフ 籾木千年 三重県 紀北町 矢口浦

マダイ D 61.5 2013/05/12 長居フィッシングクラブ 阪田正 三重県 海山町引本

マダイ C 58.0 2013/05/08 高槻サーフ 吉田勝 三重県 尾鷲市 引本

マダイ C 51.0 2013/05/12 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マゴチ C 54.0 2013/04/28 北斗サーフ 有光伸悟 和歌山県 伊奈一文字

マゴチ C 53.0 2013/05/12 北斗サーフ 清水忠 和歌山県 伊奈一文字

マゴチ C 52.3 2013/04/20 泉陽サーフ 山口章治 和歌山県 和歌山市紀ノ川

マゴチ C 50.0 2013/04/14 滋賀投友会 須藤寛 長崎県 脇岬
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カワハギ D 35.6 2013/04/28 大阪釣友サーフ 下浦輝明 愛媛県 三崎町

カワハギ C 34.2 2013/04/29 滋賀投友会 大宮弘勝 和歌山県 串本

カワハギ C 33.6 2013/05/12 長居フィッシングクラブ 六車健一 三重県 熊野市二木島

カワハギ C 32.0 2013/05/03 大阪臥竜サーフ 小西健治 三重県 三木里

カワハギ C 30.5 2013/04/29 滋賀投友会 南孝範 三重県 鬼ヶ城

カワハギ C 30.0 2013/04/14 サーフ・スキッパーズ 高倉雅典 三重県 熊野市鬼ヶ城

カワハギ C 30.0 2013/04/21 サーフ・スキッパーズ 高倉雅典 三重県 尾鷲市古江

カワハギ C 30.0 2013/04/22 西大阪サーフ 永沢弘雄 和歌山県 串本町古座

カワハギ C 30.0 2013/05/07 高石サーフ 内山忠雄 和歌山県 串本町須江

カワハギ C 30.0 2013/05/08 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市新鹿

カワハギ C 30.0 2013/05/12 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市マブリカ

カワハギ C 30.0 2013/05/12 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市マブリカ

カワハギ C 30.0 2013/05/17 ＯＫＡＣ 山崎正 三重県 賀田、古江対岸

トカゲエソ D 53.0 2013/05/01 東住吉サーフ 英純一 愛媛県 三崎町

ワニエソ S 67.8 2013/04/29 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ D 61.0 2013/04/21 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

ワニエソ D 56.0 2013/04/29 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 愛南町鯆越

ワニエソ D 54.0 2013/04/14 滋賀投友会 須藤寛 長崎県 脇岬

ワニエソ D 50.0 2013/04/29 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ C 49.0 2013/04/29 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 愛南町鯆越

ワニエソ C 46.0 2013/04/29 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 愛南町鯆越

ワニエソ C 46.0 2013/04/29 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ C 45.0 2013/04/21 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

ワニエソ C 45.0 2013/04/29 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 愛南町鯆越

ヒラメ D 77.0 2013/04/22 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

ヒラメ D 74.0 2013/05/06 ヤングサーフ 脇阪由憲 和歌山県 田辺　芳養

ヒラメ C 57.0 2013/04/22 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

ヒラメ C 56.0 2013/04/23 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

ヒラメ C 50.0 2013/04/23 滋賀投友会 井上輝美 長崎県 野母崎

カサゴ S 41.4 2013/05/12 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市マブリカ

タカノハダイ S 41.0 2013/04/22 西大阪サーフ 永沢弘雄 和歌山県 串本町古座

タカノハダイ S 40.4 2013/04/28 門真サーフ 石崎孝二 和歌山県 串本町 古座

タカノハダイ T 36.0 2013/04/28 門真サーフ 石崎孝二 和歌山県 串本町 古座

タカノハダイ T 36.0 2013/04/29 西大阪サーフ 永沢弘雄 和歌山県 串本町古座

タカノハダイ T 35.7 2013/05/11 なにわキャスターズ 西橋浩 和歌山県 古座

コロダイ T 62.0 2013/05/03 東大阪拓研サーフ 朝尾健一 和歌山県 田辺市芳養漁港
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ホッケ S 50.0 2013/05/08 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 北海道 奥尻島奥尻港

ホッケ T 45.0 2013/04/30 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 奥尻

ホッケ T 45.0 2013/04/30 関西投友釣クラブ 澤田栄二 北海道 奥尻

ホッケ T 45.0 2013/05/07 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 北海道 奥尻島青苗

イラ S 53.7 2013/05/04 大阪臥竜サーフ 山口成一 長崎県 五島市玉之浦

イラ S 50.1 2013/05/01 東住吉サーフ 畝木敬之 愛媛県 三崎町

イラ S 45.0 2013/05/04 大阪臥竜サーフ 浅野正美 長崎県 五島市玉之浦

コブダイ S 82.7 2013/05/04 長居フィッシングクラブ 阪田正 和歌山県 和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ


