


東神戸釣楽会様、神戸中央サーフ様、和田宮サーフ様、投技会様、

TEAM FREEDOM様、西神戸アングラーズ様、レインボーキャスターズ様、

西大阪サーフ様、滋賀投友会様、SURF BATTLE FISH 多賀谷会長様、 

西神戸アングラーズ 岩崎会長様、神戸中央サーフ西山会長様、

神戸中央サーフ 帷様、神戸投翔会 佐伯会長様、

サーフスキッパーズ 湯浅会長様、滋賀投友会 片岡会長様　　（順不同）

関西サーフキャスティングクラブ

日　時 ： 令和元年7月27日（土曜日）0時～２８日（日曜日）午後２時より審査

釣　場 ： 日本全国

審　査 ： 全日本サーフ対象魚の1匹Ｓランク割り

オープン大会に際し、下記の方より賞品の寄贈を頂きました。ありがとうございます。

参加者全員で記念撮影



エントリー72名

順　位　表

魚種 サイズ ポイント

1 大阪サーフ 柿山賢治 クエ 78.0 1.5600        和歌山県白浜町

2 滋賀投友会 井上輝美 クエ 55.3 1.1060        島根県浜田

3 関西サーフ 増田寛 イトヨリダイ 46.0 1.0222        宇和島市

4 関西サーフ 笠松俊孝 イトヨリダイ 41.5 0.9222        愛媛県

5 西大阪サーフ 沢木孝 コイチ 50.4 0.9164        倉敷市小杓

6 レインボーキャスターズ 鶴田和治 クロダイ 50.2 0.9127        高知県野根

7 ヤングサーフ 高津光司 クロダイ 50.0 0.9091        岡山県大槌島

8 関西サーフ 吉田均 マゴチ 57.2 0.8800        京都府蒲入

9 一般 井口照夫 カワハギ 30.5 0.8714        和歌山県串本市

10 神戸投翔会 内橋啓輔 イラ 38.2 0.8489        愛媛県宇和島

11 関西サーフ 安達伸太郎 コイチ 46.5 0.8455        倉敷市

12 関西サーフ 松浦隼人 マゴチ 54.7 0.8415        島根県隠岐の島

13 関西サーフ 赤瀬隆久 マゴチ 54.6 0.8400        島根県隠岐の島

14 神戸投翔会 藤本隆 イトヨリダイ 37.4 0.8311        愛媛県宇和島

15 神戸中央サーフ 渡辺光弘 クロダイ 45.1 0.8200        倉敷市上水島

16 チームフリーダム 菅長裕之 マゴチ 52.7 0.8108        島根県瀬崎

17 西大阪サーフ 永沢弘雄 クロダイ 44.0 0.8000        倉敷市大杓島

18 倉敷ツロットサーフ 藤井正己 スズキ 65.1 0.7659        倉敷市大杓西

19 ヤングサーフ（小） 高津亮平 クロダイ 41.5 0.7545        岡山県大槌島

20 神戸投翔会 高垣政敏 キチヌ 40.3 0.7327        姫路市網干

21 チームフリーダム 小林和則 マダイ 51.0 0.7286        京丹後市竹野

22 投技会 望月義弘 キチヌ 40.0 0.7273        神戸市須磨

23 神戸中央サーフ 吉川隆康 クロダイ 39.7 0.7218        倉敷市上水島

24 神戸パルＦＣ 大橋政夫 カワハギ 24.7 0.7057        高知県大月町

25 西大阪サーフ 岡本吉永 マダイ 49.3 0.7043        倉敷市杓島

26 神戸中央サーフ 岡文輝 シロギス 24.3 0.6943        兵庫県淡路島

27 投技会 飯田俊成 キュウセン 22.7 0.6879        淡路市佐野

28 チームフリーダム 野島正和 キジハタ 33.9 0.6780        京丹後市竹野

29 サーフ縁（女性） 田岡功子 キチヌ 36.2 0.6582        明石市二見

30 神戸中央サーフ 西山浩一 ハマフエフキ 47.4 0.6320        高知県大月町

31 サーフバトルフィッシュ 多賀谷三洋 マダイ 34.5 0.4929        島根県野井

32 サーフ縁 田岡雅也 カサゴ 18.6 0.4650        明石市二見

33 神戸投翔会（小） 秋山夢 マハゼ 11.3 0.3767        兵庫県高砂市

34 神戸投翔会（小） 秋山希 マハゼ 10.3 0.3433        兵庫県高砂市

順位 クラブ名 氏名
釣魚

釣り場



３８時間の激闘の末、大物バトルを制したのは

優勝の柿山氏とクエ78.0cm

準優勝の井上氏とクエ55.3cm



3位の増田氏とイトヨリダイ46.0cm

4位の笠松氏とイトヨリダイ41.5cm

5位の沢木氏とニベ50.4cm



7位の高津氏とクロダイ50.0cm

8位の吉田氏とマゴチ57.2cm

6位の鶴田氏とクロダイ50.2cm



9位の井口氏とカワハギ30.5cm

10位の内橋氏とイラ38.2cm

MCは高橋恵さん

ジミー鶴田さんの生演奏



来賓の挨拶をする株式会社生駒興産木下社長

来賓の挨拶をする株式会社まるふじ藤井社長

エボルヴの説明をする滋賀投友会片岡会長

大会挨拶は関西サーフ会長主島





クラブ員とチームアトミックで記念撮影

優勝魚のクエ78.0cm



日　時

釣　場

対象魚

竿　数

審　査

審査場所

表　彰

参加資格

参 加 費

申込締切

ハゼ ３０cm フエフキ類 ７５cm
ニベ ５５cm ホッケ ５０cm

スズキ ８５cm イラ・テンス(コブダイ) ４５cm（７５）

注意事項：本大会における事故は各人の責任とし主催者側では一切の責任を負いません。　各自安全釣行をお願いします。
　　　　　　　渡船利用時は正規渡船を利用してください。ゴムボート使用は禁止。各自ゴミは持ち帰りマナーを守ってください。
　　　　　　　釣り場での飲酒、焚き火も危険ですので禁止とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西サーフ会長　主島 茂久

シマイサキ ４５cm
エソ ６５cm

マダイ ７０cm イトヨリダイ(アマダイ) ４５cm（５０）
マゴチ ６５cm ハタ ５０cm

カワハギ ３５cm イシダイ ５０cm
ヒラメ ６０cm

４５cm
キュウセン ３３cm タカノハダイ ４０cm
ノドクサリ ４０cm ウマズラハギ（ウスバハギ) ４０cm（６０）

クロダイ ５５cm ウシノシタ

シロギス ３５cm カサゴ・メバル ４０cm
カレイ ５０cm ソイ ４５cm

アイナメ ５５cm カジカ ４５cm

魚　名 スーパーランク基準寸法 魚　名 スーパーランク基準寸法

１位～１０位　　ラッキー賞あり

釣り愛好家ならどなたでも参加できます
※ 但し、船釣り・筏からの釣りは禁止です

１,０００円 （女性、子供は５００円）

兵庫協会の方は６、７月理事会席上。その他の方は、７月１４日まで
＊ホームページからもメールでの申し込み可
もしくは会長・主島（090-6988-5611）
　　　事務局・廣戸（080-3136-8078）迄
メール・電話で受付けの方は、参加費を当日、会計・毛利までお願いします。

第４回　関西サーフオープン大会

― 大物バトル関西 ―
令和元年７月２７日（土）自由出漁 ～ ７月２８日（日）午後２時

日本全国（渡船利用可）

全日本サーフ対象魚の１匹Ｓランク割り

４本以内

令和元年７月２８日（日）午後２時～午後２時３０分

明石海浜ベランダ（雨天の場合、明石市役所前駐車場付近に変更）


