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順位 受付店舗 お名前 釣場名 サイズ（ｃｍ）

1 小屋浦店 谷村龍一　様 倉橋　鹿老渡 28.21 小屋浦店 谷村龍一　様 倉橋　鹿老渡 28.2
2 小屋浦店 山高正樹　様 奥の内 26.5
3 浜田店 鉄田　敏之　様 マリン大橋下 26
4 小屋浦店 田辺聡史　様 倉橋　唐船浜 26
5 浜田店 野々村　博文　様 浜田港　5号市場 26
6 江津店 今井一志　様 江川河口 25.8
7 小屋浦店 桝谷康平　様 倉橋　尾立 25.5
8 江津店 市妙芳洋　様 江川河口 25.58 江津店 市妙芳洋　様 江川河口 25.5
9 江津店 藤田健二　様 江川河口 25.5
10 小屋浦店 松村謙介　様 倉橋　鹿島 25.3
11 小屋浦店 西村孝二　様 倉橋　唐船浜 25.3
12 小屋浦店 久藤健　様 袋の内 25.2
13 小屋浦店 須山清　様 深江港 25.1
14 仁保店 奥　智貴　様 倉橋島 25.1
15 海遊店 磯村　務　様 大島・津海木 25
16 小屋浦店 齋藤正明　様 倉橋　鹿老渡 2516 小屋浦店 齋藤正明　様 倉橋　鹿老渡 25
17 浜田店 東条　考行　様 久代海岸 25
18 小屋浦店 長原秀治　様 宮の口 24.6
19 大島店 中野芳久　様 久賀 24.6
20 小屋浦店 松村謙介　様 倉橋　室尾 24.5
21 小屋浦店 長安幸男　様 江田島 24.5
22 小屋浦店 西山健治　様 小田漁港 24.5
23 江津店 市妙芳洋　様 江川河口 24.3
24 小屋浦店 長安幸男　様 幸の浦 24.224 小屋浦店 長安幸男　様 幸の浦 24.2
25 浜田店 大脇　茂治　様 熱田海岸 23.8
26 大島店 村岡泰成　様 宗光 23.5
27 小屋浦店 若野将大　様 横浜港 23.3
28 小屋浦店 三角晋生　様 倉橋島 23
29 小屋浦店 奥智貴　様 倉橋　鹿老渡 22.6
30 浜田店 岩田　倖太郎　様 松原湾 22.5
31 大島店 今田　洋　様 日前 22.5
32 小屋浦店 大野賢志　様 江田島 22.532 小屋浦店 大野賢志　様 江田島 22.5
33 浜田店 門田　俊宏　様 ヒノキ波止 22.5
34 小屋浦店 平田陽稀　様 22.5
35 小屋浦店 久藤時紀　様 袋の内 22.2
36 小屋浦店 三角晋生　様 宮の口 21.7
37 小屋浦店 逢坂萌　様 室尾 21.7
38 大島店 村岡良輔　様 三蒲 21.5
39 浜田店 野々村　博文　様 浜田港 21.5
40 仁保店 河瀬　美咲　様 似島沖 21.540 仁保店 河瀬　美咲　様 似島沖 21.5
41 小屋浦店 名越紀之　様 津久茂 21.4
42 仁保店 佐々木　幸一　様 元宇品 21.3
43 小屋浦店 上松公亮　様 深江港 20.3
44 大島店 寺岡真和花　様 逗子 20
45 小屋浦店 山本修宏　様 小屋浦 20
46 大島店 松本　匡央　様 椋野 19.5
47 小屋浦店 佛園亮　様 木材港 19
48 本店 浦島　徳通　様 木材港 1948 本店 浦島　徳通　様 木材港 19
49 大島店 寺岡真羽優　様 逗子 18.5
50 小屋浦店 逢坂萌　様 室尾 18.5



51 海遊店 山本　波留奈　様 岩国・青木 18.5
52 小屋浦店 藤井克樹　様 倉橋　鹿老渡 18.2
53 小屋浦店 笠間美和　様 倉橋　尾立 17.8
54 本店 日景　光彦　様 井口港 17
55 小屋浦店 大平直治　様 倉橋　鹿老渡 16.4
56 小屋浦店 笠間美和　様 倉橋　鹿島 16.3
57 小屋浦店 宮田亮輔　様 坂周辺 16.1
58 小屋浦店 笠間陽菜乃　様 倉橋　尾立 1658 小屋浦店 笠間陽菜乃　様 倉橋　尾立 16
59 海遊店 上元　義己　様 岩国・通津 15.5
60 海遊店 山本　波留奈　様 岩国・通津 15.5
61 小屋浦店 若野将大　様 坂周辺 15.2
62 小屋浦店 大野純子　様 倉橋　鹿島 15
63 小屋浦店 笠間俊樹　様 倉橋　尾立 14.2
64 本店 奥田亮太　様 倉橋 14
65 海遊店 山本　波留奈　様 岩国・通津 14


