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1 徳本　浩 広島協会 えのみやサーフ 20 長島(鹿児島) シロギス 30.7 10 鹿児島県 長島町

2 勝浦　荘吾 広島協会 えのみやサーフ 20 長島(鹿児島) シロギス 30.0 14 鹿児島県 長島町

3 土手　達馬 広島協会 音戸サーフ 20 長島(鹿児島) シロギス 28.6 7 鹿児島県 長島町

4 倉田　武 広島協会 えのみやサーフ 20 長島(鹿児島) シロギス 28.2 10 鹿児島県 長島町

5 安部　孝史 北九州協会 門司サーフ 21 平戸 シロギス 28.1 4 長崎県 平戸市

6 高橋　衛 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 28.0 30 島根県 松江市

7 下本　友一 広島協会 音戸サーフ 20 長島(鹿児島) シロギス 28.0 14 鹿児島県 長島町

8 烏谷　卓志　 愛媛協会 西条プリマサーフ 15 今治 キュウセン 27.8 3 愛媛県 今治市

9 安田　憲司 北九州協会 小倉メゴチサーフ 21 平戸 シロギス 27.5 13 長崎県 平戸市

10 木下　豊裕 香川協会 香川鱗友サーフ 19 香川 シロギス 27.4 7 徳島県 阿南市

11 荒井　慶樹 愛媛協会 四国投友会 15 今治 シロギス 27.3 54 愛媛県 今治市

12 陣内　崇光 北九州協会 門司サーフ 21 平戸 シロギス 27.1 20 長崎県 平戸市

13 渡辺　哲也 愛媛協会 四国投友会 15 今治 シロギス 27.0 40 愛媛県 今治市

14 田中　義政 北九州協会 門司サーフ 21 平戸 シロギス 26.6 8 長崎県 平戸市

15 曽我　秀作 備後協会 岡本サーフ 12 尾道 シロギス 26.5 40 愛媛県 今治市大三島

16 小田　良平 広島協会 広島釣趣会 20 長島(鹿児島) シロギス 26.5 4 鹿児島県 長島町

17 藤原　知秀 香川協会 香川ドリームサーフ 19 香川 シロギス 26.2 5 香川県 高松市
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17 藤原　知秀 香川協会 香川ドリームサーフ 19 香川 シロギス 26.2 5 香川県 高松市

18 曽我　公彦 備後協会 岡本サーフ 12 尾道 シロギス 26.0 30 愛媛県 今治市大三島

19 平松　数典 北九州協会 飛幡サーフ 21 平戸 シロギス 26.0 21 長崎県 平戸市

20 清水　涼 愛媛協会 西四国サーフ 16 松山 キュウセン 26.0 6 愛媛県 松山市

21 米澤　幸代 岡山協会 岡山近海サ-フ 4 宇野 シロギス 26.0 2 香川県

22 広田　浩一 愛媛協会 西四国サーフ 15 今治 キュウセン 26.0 1 愛媛県 宇和島市

22 坪井　和夫 岡山協会 岡山シースター 5 下津井 キュウセン 26.0 1 香川県 丸亀

24 中屋　博詞 高知協会 RYOMAサーフ 18 高知 シロギス 25.6 3 高知県 高知市

25 三瀬　芳則 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 25.5 30 島根県 松江市

26 太田　博 島根協会 ＧＡＣサーフ 8 柳井 シロギス 25.5 14 山口県 大島郡

27 井藤　敏文 備後協会 三原サーフ 12 尾道 キュウセン 25.5 5 広島県 竹原市

27 竹田　保男 備後協会 スナメリサーフ 11 蒲刈 シロギス 25.5 5 広島県 呉市

29 原田　祥太郎 備後協会 岡本サーフ 13 島根境港 シロギス 25.3 32 島根県 松江市

30 北野　信明 北九州協会 小倉メゴチサーフ 3 粟野 シロギス 25.2 32 山口県 下関市

31 敷本　正規 広島協会 スワローＦＣ 13 島根境港 シロギス 25.1 15 鳥取県 境港市

32 田中　修 香川協会 香川鱗友サーフ 19 香川 シロギス 25.1 3 香川県 高松市

33 新矢　雄二 愛媛協会 松山リールクラブ 17 大洲 シロギス 24.9 6 愛媛県 宇和島市

33 山崎　孝志 岡山協会 岡山近海サ-フ 4 宇野 シロギス 24.9 6 香川県

35 森田　大輔 島根協会 出雲おろちサーフ 14 浜田 シロギス 24.7 28 山口県 萩

36 竹田　剛 備後協会 岡本サーフ 12 尾道 キュウセン 24.6 34 愛媛県 越智郡上島町



37 林　政利 備後協会 尾道磯釣サーフ 12 尾道 キュウセン 24.6 20 愛媛県 今治市大三島

38 後藤　庸彦 愛媛協会 松山キャスターズ 16 松山 キュウセン 24.6 9 愛媛県 松山市

39 板見　慎治 長崎協会 インターナショナル長崎 22 長崎南 シロギス 24.5 8 長崎県 南島原市

40 上田　茂孝 長崎協会 あじさいサーフ 23 崎戸・大島 シロギス 24.5 1 長崎県 西海市

40 岩部　浩二 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 5 下津井 キュウセン 24.5 1 香川県 丸亀

42 小野　晃広 備後協会 福山サーフ 12 尾道 シロギス 24.4 26 広島県 福山市内海町

43 原田　文成 長崎協会 あじさいサーフ 22 長崎南 シロギス 24.4 11 長崎県 南島原市

44 鈴木　晃 山口協会 西京サーフ 2 徳山 シロギス 24.4 7 山口県 防府市

45 林　光枝 備後協会 尾道磯釣サーフ 12 尾道 シロギス 24.3 17 愛媛県 今治市大三島

46 福間　幸次 広島協会 広島釣趣会 8 柳井 シロギス 24.2 8 山口県 大島郡

47 齋藤　遼 島根協会 出雲おろちサーフ 14 浜田 シロギス 24.2 7 山口県 萩

48 合志　桂司 北九州協会 福岡サーフ 21 平戸 シロギス 24.2 4 長崎県 西海市

49 安井　勝 備後協会 尾道磯釣サーフ 12 尾道 キュウセン 24.1 29 広島県 尾道市

50 吉田　光臣 長崎協会 あじさいサーフ 22 長崎南 シロギス 24.0 34 長崎県 南島原市

51 村上　一 愛媛協会 四国投友会 15 今治 シロギス 24.0 10 愛媛県 今治市

52 河田　尚一 岡山協会 岡山近海サ-フ 4 宇野 シロギス 24.0 9 香川県

53 田村　雅邦 愛媛協会 西四国サーフ 16 松山 キュウセン 23.8 6 愛媛県 松山市

54 尾崎　哲弘 愛媛協会 長浜サーフ 17 大洲 シロギス 23.8 1 愛媛県 大洲市

55 山西　邦男 愛媛協会 道後サーフ 16 松山 キュウセン 23.7 12 愛媛県 松山市

56 平山　義隆 北九州協会 小倉メゴチサーフ 3 粟野 シロギス 23.6 6 山口県 下関市

57 木谷　高明 山口協会 下関サーフ 1 下関 シロギス 23.6 5 山口県 下関市57 木谷　高明 山口協会 下関サーフ 1 下関 シロギス 23.6 5 山口県 下関市

58 大川　勉 香川協会 香川ドリームサーフ 19 香川 シロギス 23.6 3 徳島県 鳴門市

59 富保　嘉興 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.5 20 島根県 松江市

60 柳田　英憲 広島協会 スワローＦＣ 13 島根境港 シロギス 23.5 10 鳥取県 境港市

61 小松　巧 香川協会 高松サーフ 19 香川 シロギス 23.5 4 香川県 東かがわ市

62 吉田　康暢 広島協会 安芸サーフ 10 呉 シロギス 23.4 11 山口県 呉市

63 高本　照彦 山口協会 西京サーフ 20 長島(鹿児島) キュウセン 23.3 10 鹿児島県 長島町

64 横山　浩二 広島協会 呉投友会 11 蒲刈 キュウセン 23.2 25 広島県 呉市

65 蔦　一二一 広島協会 広島リールクラブ 9 草津漁港 キュウセン 23.2 11 山口県 周防大島町

66 岡田　正時 愛媛協会 西四国サーフ 15 今治 キュウセン 23.2 10 愛媛県 今治市

67 古地　忠義 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.1 30 島根県 松江市

68 岡島　秀樹 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.1 25 島根県 松江市

69 冨吉　茂 広島協会 呉投友会 11 蒲刈 シロギス 23.1 16 広島県 呉市

70 泉谷　文子 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.1 10 島根県 松江市

70 西村　良文 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.1 10 島根県 松江市

72 唐渡　正博 香川協会 香川鱗友サーフ 19 香川 キュウセン 23.1 8 香川県 高松市

73 伊藤　正弘 岡山協会 吉備路釣好会 5 下津井 キュウセン 23.1 1 島根県 倉敷

74 宮崎　洋三 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.0 20 島根県 松江市

75 坂禰　正春 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.0 15 島根県 松江市

76 泉谷　浩志 備後協会 三原サーフ 13 島根境港 シロギス 23.0 10 島根県 松江市


