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シロギス C 32.0 2013/07/14 大阪臥竜サーフ 浅野正美 長崎県 玉之浦

シロギス C 31.7 2013/06/06 高槻サーフ 吉田勝 高知県 宿毛市

シロギス C 31.0 2013/07/07 高石サーフ 山川茂 和歌山県 和歌山市紀ノ川

シロギス C 30.3 2013/06/17 大阪サーフ 薄田健吾 島根県 境水道

シロギス C 30.1 2013/06/04 北斗サーフ 小瀬雄次 島根県 隠岐西ノ島由良

シロギス C 30.0 2013/07/02 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜市

シロギス C 30.0 2013/07/10 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 吉田町

シロギス C 30.0 2013/07/14 大阪臥竜サーフ 浅野正美 長崎県 玉之浦

クロダイ S 58.7 2013/07/27 滋賀投友会 南道雄 島根県 野井

クロダイ C 48.9 2013/07/16 貝塚サーフ 山下幸治 和歌山県 御坊市 日高川

クロダイ C 48.0 2013/07/14 滋賀投友会 片岡洋次朗 島根県 隠岐

クロダイ C 48.0 2013/07/21 滋賀投友会 井上輝美 三重県 新宮市

クロダイ C 47.0 2013/06/25 北斗サーフ 小瀬雄次 大阪府 新淀川尻

クロダイ C 47.0 2013/06/29 ＯＫＡＣ 木村康司 福井県 大飯郡高浜、青戸

クロダイ C 46.0 2013/07/02 滋賀投友会 山本明 福井県 小浜市

クロダイ C 46.0 2013/07/07 貝塚サーフ 山本盛男 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

クロダイ C 46.0 2013/07/21 西大阪サーフ 永沢弘雄 香川県 丸亀市小手島

キチヌ D 51.9 2013/06/15 高槻サーフ 吉田勝 三重県 尾鷲市

キュウセン C 30.2 2013/05/25 ヤングサーフ 高津光司 三重県 新鹿

ニベ C 45.0 2013/07/28 滋賀投友会 井上輝美 三重県 王子ヶ浜

ニベ C 45.0 2013/07/28 滋賀投友会 井上輝美 三重県 王子ヶ浜

コイチ D 51.3 2013/06/28 サーフ・スキッパーズ 湯浅研史 香川県 香川郡直島

オオニベ D 52.5 2013/06/23 貝塚サーフ 佐野祥太 和歌山県 那智勝浦町 浦神

スズキ C 69.0 2013/06/17 大阪サーフ 薄田健吾 島根県 境水道

マダイ S 85.5 2013/07/03 西大阪サーフ 和田拓也 三重県 紀北町引本

マダイ D 74.0 2013/07/03 西大阪サーフ 和田拓也 三重県 紀北町引本

マダイ D 69.0 2013/06/16 ＯＫＡＣ 山崎正 三重県 尾鷲市、引本

マダイ D 61.0 2013/07/04 高槻サーフ 吉田勝 高知県 安田町

マダイ C 59.0 2013/07/10 高槻サーフ 吉田勝 岡山県 笠岡市

マダイ C 58.0 2013/06/28 サーフ・スキッパーズ 湯浅研史 香川県 香川郡直島

マダイ C 58.0 2013/07/15 なにわキャスターズ 宮内宏知 島根県 隠岐の島　西郷

マダイ C 56.5 2013/06/23 関西暁サーフ 山本孝 三重県 紀北町 矢口浦

マダイ C 55.0 2013/06/06 高槻サーフ 吉田勝 高知県 宿毛市

マダイ C 54.0 2013/07/12 アワジフィッシング 長谷川靖之 島根県 隠岐の島町西郷

マダイ C 50.0 2013/07/14 大阪臥竜サーフ 山口成一 長崎県 玉之浦
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マゴチ D 63.4 2013/06/23 ヤングサーフ 藤本真一 三重県 引本

マゴチ D 62.6 2013/06/23 ヤングサーフ 中川哲也 三重県 三木里

マゴチ C 57.0 2013/07/07 滋賀投友会 須藤寛 三重県 尾鷲市

マゴチ C 57.0 2013/07/21 滋賀投友会 瀧井義士 島根県 野井

マゴチ C 56.0 2013/07/13 西大阪サーフ 永沢弘雄 兵庫県 豊岡市竹野

マゴチ C 51.0 2013/07/21 東住吉サーフ 畝木敬之 和歌山県 日高川尻左岸

マゴチ C 50.0 2013/07/21 滋賀投友会 南孝範 島根県 野井

カワハギ C 31.0 2013/07/21 滋賀投友会 大宮弘勝 愛媛県 吉田町

カワハギ C 30.0 2013/06/23 ヤングサーフ 佐藤芳一 三重県 引本

トカゲエソ S 75.6 2013/07/16 大阪釣友サーフ 竹内先 愛媛県 愛南町鯆越

トカゲエソ C 45.6 2013/07/07 貝塚サーフ 阪口真一 和歌山県 和歌山市 紀ノ川

ワニエソ C 48.0 2013/07/26 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 吉田町

ワニエソ C 45.0 2013/07/26 滋賀投友会 片岡洋次朗 愛媛県 吉田町

コトヒキ C 40.5 2013/06/25 大阪釣友サーフ 松本喜安 高知県 奈半利

タカノハダイ T 35.0 2013/06/30 東住吉サーフ 島岡照男 和歌山県 志原海岸

ミギマキ T 37.6 2013/06/23 西大阪サーフ 沢木勝敏 三重県 熊野市磯崎

ハマフエフキ S 84.5 2013/06/23 滋賀投友会 大宮弘勝 和歌山県 白浜

メイチダイ T 38.5 2013/06/23 西大阪サーフ 永沢弘雄 三重県 熊野市磯崎

メイチダイ T 37.0 2013/06/23 西大阪サーフ 大鹿俊一 三重県 熊野市磯崎

コロダイ T 61.0 2013/07/21 東大阪拓研サーフ 朝尾健一 和歌山県 みなべ町岩代

コブダイ T 65.5 2013/06/14 西大阪サーフ 久本哲夫 岡山県 牛窓町前島


