
開催日 １０月　２０日（日）

対象魚 全日本サーフ対象魚　２匹までの長寸（1匹も可）

釣り場 丹後・北陸一帯（スズキはＡランク以上）

大会報告 三河サーフ　松井通浩

合計

魚種 寸法 魚種 寸法 寸法

1 野垣　芳逸 東海サーフ イシカレイ 37.9 マエソ 40.0 77.9 福井県あわら市波松

2 長谷部　悦次 三河サーフ クロダイ 38.5 シロキス 24.3 62.8 石川県七尾市能登島

3 伊藤　春雄 三河サーフ マダイ 35.2 シロキス 23.0 58.2 石川県七尾市能登島

4 鈴木　秋生 一般 キジハタ 29.2 マエソ 26.9 56.1 福井県敦賀市色ヶ浜

5 松井　通浩 三河サーフ マエソ 29.7 マダイ 25.8 55.5 福井県敦賀市浦底

6 竹村　信男 中京サーフ クロダイ 34.2 シロキス 20.9 55.1 福井県美浜町久々子湖

7 冨安　一馬 中京サーフ シロギス 27.1 カサゴ 26.7 53.8 福井県美浜町佐田浜

8 稲垣　武利 三河サーフ マダイ 28.9 シロキス 23.5 52.4 石川県七尾市能登島

9 平野　景雄 中京サーフ マエソ 30.8 シロキス 18.2 49.0 福井県敦賀市浦底

10 山本　繁樹 中京サーフ シロキス 24.7 マエソ 24.3 49.0 福井県敦賀市浦底

11 佐橋　富清 東海サーフ シロキス 25.1 シロキス 23.1 48.2 福井県美浜町坂尻

12 中原　　章 一般 クロダイ 26.5 マダイ 20.2 46.7 石川県七尾市能登島

13 川井　 勇 中京サーフ シマイサキ 24.5 シマイサキ 21.3 45.8 福井県美浜町久々子湖

14 山口　寛人 一般 クロダイ 23.2 シロキス 22.2 45.4 福井県美浜町佐田浜

15 沓名　　勉 三河サーフ シロキス 23.1 シロキス 22.0 45.1 石川県七尾市能登島

16 荒川　　進 三河サーフ クロダイ 22.7 マダイ 22.2 44.9 石川県七尾市能登島

17 加藤　　保 一般 シロキス 21.4 シロキス 20.7 42.1 石川県七尾市能登島

18 山口　裕治 一般 シロキス 22.2 シロキス 19.7 41.9 福井県美浜町佐田浜

19 中井 　愈 中京サーフ マダイ 21.0 マダイ 20.6 41.6 福井県敦賀市色ヶ浜

20 近藤　哲世 三河サーフ シロキス 24.7 カワハギ 16.7 41.4 福井県敦賀市浦底

21 田口　美帆 三河サーフ シロキス 20.9 シロキス 20.5 41.4 石川県七尾市能登島

22 長田　勇治 三河サーフ マエソ 22.3 キュウセン 18.6 40.9 福井県敦賀市浦底

23 朝倉　昌弘 三河サーフ シロキス 22.5 シロキス 17.3 39.8 福井県敦賀市浦底

24 成田　 浩 東海サーフ シロキス 19.9 シロキス 19.4 39.3 福井県美浜町坂尻

25 家田　宏治 三河サーフ シロキス 18.7 シロキス 17.7 36.4 福井県あわら市波松

26 稲葉　敬久 三河サーフ キュウセン 18.5 キュウセン 16.4 34.9 福井県敦賀市浦底

27 中島　 栄 東海サーフ カワハギ 18.1 シロキス 15.6 33.7 石川県七尾市能登島

28 大橋　 進 東海サーフ シロキス 17.5 キュウセン 12.7 30.2 福井県あわら市三里浜

29 三谷　正純 東海サーフ マコガレイ 28.5 28.5 福井県美浜町日向湖

35名参加(40名応募） 同寸時：大型魚優先

大物釣果

名前 クラブ 魚種 寸法

野垣　芳逸 東海サーフ イシガレイ 37.9

野垣　芳逸 東海サーフ イシガレイ 37.6 追加

野垣　芳逸 東海サーフ イシガレイ 33.1

野垣　芳逸 東海サーフ マエソ 40.0

長谷部　悦次 三河サーフ クロダイ 38.5

伊藤　春雄 三河サーフ マダイ 35.2

竹村　信男 中京サーフ クロダイ 34.2

冨安　一馬 中京サーフ シロギス 27.1

　　　　　　　2019年　中部協会・秋季大会結果報告
                  〔三河サーフ30周年記念大会〕

釣り場

福井県あわら市波松

〃

順位 名前 クラプ
対象魚 対象魚

釣り場

〃

福井県美浜町久々子湖

福井県美浜町佐田浜

〃

石川県七尾市能登島

石川県七尾市能登島



優勝 二位

三位 検寸風景


