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本賞本賞本賞本賞

順位 会場名 クラブ名

性 名 県 市・郡 町・村 島など 長寸1 長寸2 合計 ﾗﾝｸ 総数

1 柳井 広島サーフ 吉永 順一 山口県 大島郡 周防大島町 笠佐島 43.0 40.0 83.0 B 2

2 呉 呉投友会 横山 浩二 広島県 呉市 音戸町 高須 40.0 33.0 73.0 B 11

3 柳井 広島釣趣会 藤嶋 浩規 山口県 下松市 笠戸島 34.6 33.5 68.1 A 3

4 呉 広島リールクラブ 板倉 和幸 広島県 呉市 下蒲刈町 下蒲刈島白崎 35.4 30.6 66.0 A 3

5 呉 音戸サーフ 土手 達馬 広島県 呉市 音戸町 早瀬 32.9 27.9 60.8 A 3

6 柳井 広島サーフ 棚田 志郎 山口県 大島郡 周防大島町 日見 31.4 27.1 58.5 A 2

7 柳井 廿日市サーフ 弦本 泰成 山口県 大島郡 周防大島町 外入 34.0 16.5 50.5 A 2

8 呉 安芸サーフ 吉田 康暢 広島県 江田島市 沖美町 豪頭 37.9 37.9 A 1

9 柳井 広島釣趣会 徳吉 薫 山口県 下松市 笠戸島 35.0 35.0 A 1

※Bﾗﾝｸ以上は1匹長寸

他魚他魚他魚他魚

順位 会場 クラブ名

性 名 県 市・郡 町・村 島など 種別 長さ
スーパーラ
ンク規程長 ポイント 総数

1 呉 えのみやサーフ 河村 武士 広島県 呉市 上蒲刈町 大浦 キジハタ 50.2 50.0 1004 2

2 呉 呉キャスターズ 堀田 公康 広島県 呉市 倉橋町 鹿島松ヶ鼻 クロダイ 52.6 55.0 956 3

3 柳井 廿日市サーフ 小請 秀司 山口県 大島郡 周防大島町 笠佐島 マゴチ 61.2 65.0 941 3

4 柳井 廿日市サーフ 堤 信行 山口県 大島郡 周防大島町 沖家室 イシダイ 41.0 50.0 820 2

5 柳井
広島グリーン
キャスターズ 上村 浩司 山口県 柳井市 阿月 相ノ浦 クロダイ 42.5 55.0 772 2

氏名 釣り場所 釣魚（ｱｲﾅﾒ　2匹長寸）

氏名 釣り場所 釣魚

5 柳井 キャスターズ 上村 浩司 山口県 柳井市 阿月 相ノ浦 クロダイ 42.5 55.0 772 2

6 柳井 えのみやサーフ 岡沢 秀之 山口県 柳井市 大畠町 神代 マコカレイ 38.3 50.0 766 3

7 柳井 スワローFC 正田 修一 山口県 柳井市 大畠町 神代・浜漁港 マコカレイ 38.1 50.0 762 1

8 柳井 広島釣趣会 小宮路 徹 山口県 大島郡 周防大島町 秋港 イシｶﾚｲ 37.5 50.0 750 3

9 呉 呉キャスターズ 村田 忠義 広島県 呉市 豊浜町 大江 シロキス 26.0 35.0 742 8

10 柳井 広島釣趣会 高須賀 幸彦 山口県 大島郡 周防大島町 両源田 クロダイ 40.5 55.0 736 2

11 柳井
広島グリーン
キャスターズ 小田 一行 山口県 柳井市 上関町 住吉神社前 クロダイ 39.3 55.0 714 1

12 呉 広島リールクラブ 大繁 章 広島県 呉市 上蒲刈町 恋ヶ浜 マコカレイ 35.5 50.0 710 3

13 呉 安芸サーフ 藤川 隆功 広島県 呉市 豊町 久比 マダイ 49.5 70.0 707 3

14 呉 スワローＦＣ 田公 春男 広島県 呉市 下蒲町 大地蔵 コブダイ 52.2 75.0 696 1

15 柳井 スワローFC 細川 伸夫 山口県 柳井市 大畠町 大畠駅裏 マコカレイ 34.7 50.0 694 1

16 柳井 呉サーフ 徳光 秀俊 山口県 大島郡 周防大島町 開作 コブダイ 51.2 75.0 682 1

17 柳井 廿日市サーフ 上田 満 山口県 熊毛郡 上関町 八島 コブダイ 50.5 75.0 673 1

18 柳井 広島釣趣会 中村 秀樹 山口県 下松市 笠戸島 コブダイ 48.4 75.0 645 5

19 呉 呉投友会 谷本 一政 広島県 呉市 上蒲刈町 向 キュウセンベラ 20.9 33.0 633 12

20 呉 音戸サーフ 下元 友一 広島県 呉市 音戸町 高須 マダイ 43.8 70.0 625 6

21 呉 スワローＦＣ 鈴木 靖彦 広島県 呉市 豊町 白潟海岸 マコカレイ 31.0 50.0 620 2

22 呉 音戸サーフ 畠垣 吉伴 広島県 呉市 倉橋町 小宇和木 マコカレイ 30.7 50.0 614 2

23 柳井 広島釣趣会 福間 幸次 山口県 大島郡 周防大島町 小伊保田 マコカレイ 30.5 50.0 610 1

24 柳井 廿日市サーフ 南東 慎二 山口県 熊毛郡 上関町 クロダイ 32.6 55.0 592 1

25 呉 えのみやサーフ 倉田 武 広島県 呉市 上蒲刈町 大浦 マダイ 39.2 70.0 560 1


