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1111 0218021802180218 大島店大島店大島店大島店 蒔田 様蒔田 様蒔田 様蒔田 様 大島大島大島大島　　　　東和東和東和東和 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 103.5 cm103.5 cm103.5 cm103.5 cm

2222 0183018301830183 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 南波 様南波 様南波 様南波 様 大島沖大島沖大島沖大島沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 101 cm101 cm101 cm101 cm

3333 0102010201020102 本店本店本店本店 水野様水野様水野様水野様 草津港草津港草津港草津港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 97 cm97 cm97 cm97 cm

4444 0101010101010101 本店本店本店本店 佛圓様佛圓様佛圓様佛圓様 井口港井口港井口港井口港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 95 cm95 cm95 cm95 cm

5555 0190019001900190 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 名越 様名越 様名越 様名越 様 音戸音戸音戸音戸 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 95 cm95 cm95 cm95 cm

6666 0211021102110211 大島店大島店大島店大島店 濱岡 様濱岡 様濱岡 様濱岡 様 大島沖大島沖大島沖大島沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 93.5 cm93.5 cm93.5 cm93.5 cm

7777 0244024402440244 海遊海遊海遊海遊 向井様向井様向井様向井様 黒磯港黒磯港黒磯港黒磯港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 93 cm93 cm93 cm93 cm

8888 0102010201020102 本店本店本店本店 水野様水野様水野様水野様 草津港草津港草津港草津港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 91 cm91 cm91 cm91 cm

9999 0189018901890189 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 山崎 様山崎 様山崎 様山崎 様 坂沖坂沖坂沖坂沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 90 cm90 cm90 cm90 cm

10101010 0102010201020102 本店本店本店本店 水野様水野様水野様水野様 広島広島広島広島　　　　能美島能美島能美島能美島 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 88 cm88 cm88 cm88 cm

11111111 0214021402140214 大島店大島店大島店大島店 岡本 様岡本 様岡本 様岡本 様 大島大島大島大島　　　　両源田両源田両源田両源田 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 88 cm88 cm88 cm88 cm

12121212 0102010201020102 本店本店本店本店 水野様水野様水野様水野様 木材港木材港木材港木材港　　　　カルビーカルビーカルビーカルビー裏裏裏裏 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 86 cm86 cm86 cm86 cm

13131313 0182018201820182 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 山部 様山部 様山部 様山部 様 竹原沖竹原沖竹原沖竹原沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 86 cm86 cm86 cm86 cm

14141414 0187018701870187 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 中元 様中元 様中元 様中元 様 坂沖坂沖坂沖坂沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 84 cm84 cm84 cm84 cm

15151515 0216021602160216 大島店大島店大島店大島店 堀川 様堀川 様堀川 様堀川 様 大島大島大島大島　　　　沖家室沖沖家室沖沖家室沖沖家室沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 83.5 cm83.5 cm83.5 cm83.5 cm

16161616 0246024602460246 海遊海遊海遊海遊 今井様今井様今井様今井様 池池池池ノノノノ浦浦浦浦 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 83 cm83 cm83 cm83 cm

17171717 0107010701070107 本店本店本店本店 川辺様川辺様川辺様川辺様 阿品阿品阿品阿品 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 80 cm80 cm80 cm80 cm

18181818 0188018801880188 小屋浦小屋浦小屋浦小屋浦 金川 様金川 様金川 様金川 様 中島沖中島沖中島沖中島沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 80 cm80 cm80 cm80 cm

19191919 0102010201020102 本店本店本店本店 水野様水野様水野様水野様 草津港草津港草津港草津港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 79 cm79 cm79 cm79 cm

20202020 0106010601060106 仁保店仁保店仁保店仁保店 砂田 様砂田 様砂田 様砂田 様 坂坂坂坂ベイサイドビーチベイサイドビーチベイサイドビーチベイサイドビーチ ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 79 cm79 cm79 cm79 cm

21212121 0269026902690269 浜田店浜田店浜田店浜田店 古和様古和様古和様古和様 浜田浜田浜田浜田　　　　沖沖沖沖 ヒラマサヒラマサヒラマサヒラマサ 78 cm78 cm78 cm78 cm

22222222 0219021902190219 大島店大島店大島店大島店 助永 様助永 様助永 様助永 様 大島大島大島大島　　　　日向泊日向泊日向泊日向泊 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 78 cm78 cm78 cm78 cm

23232323 0212021202120212 大島店大島店大島店大島店 中本 様中本 様中本 様中本 様 大島沖大島沖大島沖大島沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 77.5 cm77.5 cm77.5 cm77.5 cm

24242424 0109010901090109 本店本店本店本店 三上様三上様三上様三上様 草津港草津港草津港草津港 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 77 cm77 cm77 cm77 cm

25252525 0914091409140914 浜田店浜田店浜田店浜田店 坂本坂本坂本坂本　　　　様様様様 三隅三隅三隅三隅　　　　火電火電火電火電 ヒラマサヒラマサヒラマサヒラマサ 75 cm75 cm75 cm75 cm

26262626 0104010401040104 本店本店本店本店 村岡様村岡様村岡様村岡様 倉橋倉橋倉橋倉橋 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 68 cm68 cm68 cm68 cm

27272727 0104010401040104 本店本店本店本店 村岡様村岡様村岡様村岡様 三隅三隅三隅三隅　　　　火電波止火電波止火電波止火電波止 ヒラマサヒラマサヒラマサヒラマサ 68 cm68 cm68 cm68 cm

28282828 0245024502450245 海遊海遊海遊海遊 上元様上元様上元様上元様 和佐和佐和佐和佐 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 66 cm66 cm66 cm66 cm

29292929 0215021502150215 大島店大島店大島店大島店 木村様木村様木村様木村様 沖家室島沖沖家室島沖沖家室島沖沖家室島沖 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 65 cm65 cm65 cm65 cm

30303030 0217021702170217 大島店大島店大島店大島店 寺岡 様寺岡 様寺岡 様寺岡 様 大島大島大島大島　　　　和佐和佐和佐和佐 ブリブリブリブリ・・・・ハマチハマチハマチハマチ 64 cm64 cm64 cm64 cm

31313131 0105010501050105 本店本店本店本店 浦島様浦島様浦島様浦島様 浜田浜田浜田浜田　　　　伍八伍八伍八伍八 ヒラマサヒラマサヒラマサヒラマサ 55 cm55 cm55 cm55 cm
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1111 0264026402640264 浜田店浜田店浜田店浜田店 兼子様兼子様兼子様兼子様 三隅三隅三隅三隅　　　　地磯地磯地磯地磯 マダイマダイマダイマダイ 89 cm89 cm89 cm89 cm

2222 0151015101510151 仁保店仁保店仁保店仁保店 新宅谷 様新宅谷 様新宅谷 様新宅谷 様 阿多島沖阿多島沖阿多島沖阿多島沖 マダイマダイマダイマダイ 83 cm83 cm83 cm83 cm

3333 0271027102710271 浜田店浜田店浜田店浜田店 岩本様岩本様岩本様岩本様 三隅三隅三隅三隅　　　　 マダイマダイマダイマダイ 80 cm80 cm80 cm80 cm

4444 0108010801080108 本店本店本店本店 篠原様篠原様篠原様篠原様 宮島宮島宮島宮島イカダイカダイカダイカダ マダイマダイマダイマダイ 75 cm75 cm75 cm75 cm

5555 0213021302130213 大島店大島店大島店大島店 黒岩 様黒岩 様黒岩 様黒岩 様 大畠大畠大畠大畠　　　　サーフサーフサーフサーフ マダイマダイマダイマダイ 73.3 cm73.3 cm73.3 cm73.3 cm

6666 0273027302730273 浜田店浜田店浜田店浜田店 中嶋様中嶋様中嶋様中嶋様 浜田浜田浜田浜田　　　　西沖西沖西沖西沖 マダイマダイマダイマダイ 73 cm73 cm73 cm73 cm

7777 0272027202720272 浜田店浜田店浜田店浜田店 坂野様坂野様坂野様坂野様 隠岐隠岐隠岐隠岐　　　　神島神島神島神島 マダイマダイマダイマダイ 70 cm70 cm70 cm70 cm

8888 0243024302430243 海遊海遊海遊海遊 松田様松田様松田様松田様 沖家室沖沖家室沖沖家室沖沖家室沖 マダイマダイマダイマダイ 66 cm66 cm66 cm66 cm

9999 0915091509150915 浜田店浜田店浜田店浜田店 中井様中井様中井様中井様 浜田浜田浜田浜田　　　　西沖西沖西沖西沖 マダイマダイマダイマダイ 36 cm36 cm36 cm36 cm
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