
魚 名 ﾗﾝｸ 長寸 年 月 日 クラブ名 氏  名 県名 釣り場

マガレイ D 53.0 2013/05/23 セントラルキャスターズ 森川秀明 北海道 室蘭市崎守

マガレイ C 47.0 2013/05/29 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 北海道 室蘭市室蘭港

クロガシラガレイ D 57.2 2013/05/29 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 北海道 室蘭市室蘭港

クロガシラガレイ D 54.6 2013/05/20 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

クロガシラガレイ D 54.0 2013/05/19 長居フィッシングクラブ 吉田二久 北海道 室蘭市

クロガシラガレイ D 54.0 2013/05/20 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

クロガシラガレイ S 53.9 2013/05/22 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

クロガシラガレイ D 52.2 2013/05/20 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

クロガシラガレイ D 52.0 2013/05/29 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 北海道 室蘭市室蘭港

クロガシラガレイ D 51.7 2013/05/23 セントラルキャスターズ 河野栄子 北海道 室蘭市崎守

クロガシラガレイ D 51.0 2013/05/29 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 北海道 室蘭市室蘭港

クロガシラガレイ C 47.5 2013/05/24 セントラルキャスターズ 森川秀明 北海道 室蘭市室蘭港

クロガシラガレイ C 45.4 2013/05/20 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

アイナメ D 55.5 2013/05/23 セントラルキャスターズ 森川秀明 北海道 室蘭市崎守

アイナメ D 52.2 2013/05/21 長居フィッシングクラブ 吉田二久 北海道 室蘭市

アイナメ D 51.9 2013/05/19 長居フィッシングクラブ 吉田二久 北海道 室蘭市

アイナメ D 50.8 2013/05/23 セントラルキャスターズ 河野栄子 北海道 室蘭市崎守

アイナメ D 50.8 2013/05/29 サーフ・スキッパーズ 桑島誠 北海道 室蘭市室蘭港

アイナメ D 50.6 2013/05/20 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

アイナメ D 50.3 2013/05/22 長居フィッシングクラブ 市原一宏 北海道 室蘭市

アイナメ C 48.0 2013/05/23 セントラルキャスターズ 森川秀明 北海道 室蘭市崎守

アイナメ C 47.4 2013/05/24 セントラルキャスターズ 森川秀明 北海道 室蘭市室蘭港

アイナメ C 46.7 2013/05/19 長居フィッシングクラブ 吉田二久 北海道 室蘭市

クロダイ D 51.0 2013/06/02 滋賀投友会 萩原良太 福井県 敦賀

クロダイ D 50.0 2013/05/01 北斗サーフ 小瀬雄次 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ D 50.0 2013/05/22 北斗サーフ 小瀬雄次 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ D 50.0 2013/06/16 滋賀投友会 大宮弘勝 岡山県 笠岡

クロダイ C 48.6 2013/05/12 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 2013/05/26 西大阪サーフ 山本清彦 三重県 鳥羽市桃取

クロダイ C 46.0 2013/05/26 西大阪サーフ 太田豊博 三重県 鳥羽市菅島

クロダイ C 46.0 2013/05/26 西大阪サーフ 原優一 三重県 鳥羽市答志

クロダイ C 46.0 2013/05/26 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 鳥羽市桃取

クロダイ C 45.0 2013/05/13 北斗サーフ 小瀬雄次 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

クロダイ C 45.0 2013/05/26 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 鳥羽市桃取

クロダイ C 45.0 2013/05/26 西大阪サーフ 岡本吉永 三重県 鳥羽市菅島

クロダイ C 45.0 2013/05/26 滋賀投友会 南孝範 岡山県 笠岡
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キチヌ C 46.5 2013/05/21 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.8 2013/05/24 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.5 2013/05/24 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.5 2013/06/03 サーフ・スキッパーズ 栗谷浩 大阪府 新淀川

キチヌ C 45.0 2013/06/09 北斗サーフ 矢野圭延 大阪府 新淀川尻

キチヌ C 45.0 2013/06/23 大阪釣友サーフ 竹内先 三重県 紀北町引本

ヘダイ C 47.0 2013/06/05 東住吉サーフ 畝木敬之 和歌山県 御坊市南塩屋漁港

ヘダイ C 46.5 2013/05/19 西大阪サーフ 山本清彦 和歌山県 御坊市煙樹ヶ浜

キュウセン C 32.0 2013/05/22 大阪釣友サーフ 松本喜安 鹿児島県 内之浦

キュウセン C 31.4 2013/05/22 大阪釣友サーフ 松本喜安 鹿児島県 内之浦

キュウセン C 30.5 2013/05/23 大阪釣友サーフ 木村政信 鹿児島県 内之浦

ヨメゴチ D 45.0 2013/05/22 大阪釣友サーフ 松本喜安 鹿児島県 内之浦

ヨメゴチ D 40.5 2013/05/25 滋賀投友会 大宮弘勝 長崎県 対馬

スズキ S 91.6 2013/06/02 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

スズキ D 77.0 2013/06/16 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

スズキ D 71.0 2013/06/17 西大阪サーフ 和田拓也 鳥取県 境港市境港一文字

スズキ D 71.0 2013/06/17 西大阪サーフ 和田拓也 鳥取県 境港市境港一文字

スズキ D 70.0 2013/05/04 北斗サーフ 萩山泰弘 和歌山県 新宮市王子ヶ浜

マダイ S 79.3 2013/05/19 大阪サーフ 柿山賢治 和歌山県 田辺市 天神崎

マダイ S 70.0 2013/05/26 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ D 66.5 2013/06/02 関西暁サーフ 籾木千年 三重県 紀北町 矢口浦

マダイ D 63.0 2013/06/02 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

マダイ D 61.2 2013/06/23 大阪アングラーズ 北林正臣 和歌山県 東牟婁郡浦神

マダイ D 61.1 2013/05/12 長居フィッシングクラブ 市原一宏 三重県 引本

マダイ D 61.0 2013/05/26 西大阪サーフ 森岡修 三重県 鳥羽市桃取

マダイ D 61.0 2013/06/10 西大阪サーフ 和田拓也 鳥取県 境港市境港一文字

マダイ D 60.0 2013/05/12 高槻サーフ 吉田勝 高知県 安田町

マダイ D 60.0 2013/06/16 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ C 56.8 2013/06/23 大阪釣友サーフ 竹内先 三重県 紀北町引本

マダイ C 56.0 2013/05/26 滋賀投友会 片岡洋次朗 岡山県 笠岡

マダイ C 54.0 2013/05/24 北斗サーフ 福岡登志雄 三重県 引本

マダイ C 54.0 2013/06/16 滋賀投友会 大宮弘勝 岡山県 笠岡

マダイ C 53.8 2013/06/02 関西暁サーフ 籾木千年 三重県 紀北町 矢口浦

マダイ C 53.0 2013/05/26 滋賀投友会 南孝範 岡山県 笠岡

マダイ C 53.0 2013/06/02 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

マダイ C 50.7 2013/06/10 西大阪サーフ 和田拓也 鳥取県 境港市境港一文字

マダイ C 50.0 2013/05/26 滋賀投友会 南孝範 岡山県 笠岡
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マゴチ C 59.7 2013/06/10 西大阪サーフ 和田拓也 鳥取県 境港市境港一文字

マゴチ C 54.0 2013/05/26 西大阪サーフ 太田豊博 三重県 鳥羽市菅島

マゴチ C 52.0 2013/05/26 西大阪サーフ 太田豊博 三重県 鳥羽市菅島

カワハギ C 30.4 2013/05/08 西大阪サーフ 大鹿俊一 三重県 熊野市新鹿

カワハギ C 30.0 2013/05/31 アワジフィッシング 長谷川靖之 三重県 熊野市二木島

カワハギ C 30.0 2013/06/10 滋賀投友会 井上輝美 三重県 三木里

トカゲエソ D 56.0 2013/05/03 北斗サーフ 川崎善啓 愛媛県 深浦

ワニエソ D 57.0 2013/06/01 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ D 55.0 2013/06/01 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ D 52.0 2013/04/29 大阪サーフ 伊達浩憲 愛媛県 八幡浜市 大良

ワニエソ D 50.0 2013/06/01 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

ワニエソ C 46.0 2013/06/01 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 愛南町

メバル T 31.3 2013/05/12 北斗サーフ 安田哲 和歌山県 衣奈一文字

メバル T 31.0 2013/06/08 レインマンサーフ 高木実 島根県 隠岐の島町久見

タカノハダイ T 39.2 2013/05/26 門真サーフ 西野幸芳 和歌山県 串本町 古座

タカノハダイ T 37.0 2013/06/10 滋賀投友会 井上輝美 三重県 三木里

タカノハダイ T 35.0 2013/06/05 高石サーフ 内山忠雄 和歌山県 田辺市小元島

ウマヅラハギ T 39.1 2013/05/26 高槻サーフ 吉田勝 愛媛県 宇和島市

メイチダイ T 40.0 2013/06/06 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市新鹿

メイチダイ T 38.0 2013/06/07 門真サーフ 西野幸芳 三重県 熊野市 新鹿

メイチダイ T 35.0 2013/06/06 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市新鹿

メイチダイ T 35.0 2013/06/06 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市新鹿

コロダイ S 76.4 2013/05/04 西大阪サーフ 太田豊博 鹿児島県 上甑島桑之浦

コブダイ S 86.6 2013/05/19 長居フィッシングクラブ 阪田正 和歌山県 和歌山市ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ

コブダイ S 77.4 2013/05/19 大阪臥竜サーフ 小西健治 和歌山県 北港海釣公園

コブダイ S 76.9 2013/05/19 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 和歌山市 紀ノ川


