
2018鮎の王国杯ペアバトルin那珂川 大会結果

開催日 2018年9月1日(土) 天候 曇り時々雨

開催場所 栃木県 那珂川(町裏ｴﾘｱ) 気温（水温） 29度

参加人数 140名 最高気温（最低気温）

大会概況　 曇り空で時折雨が降る中での開催となり濁りもある厳しい状況でしたが､優勝は2人で40尾の釣果｡(平均12尾)

栃木県那珂川での開催という事で青森､新潟といった遠方からのエントリーもあり､熱いバトルが展開されました｡販売店様

はじめ地元関係各社の協力を得て､上位入賞以外でも楽しんで頂ける各種イベントを設けており､楽しい大会になりました｡

順位結果

順位 ﾁｰﾑ名 氏名（Ｒ） 氏名（Ｐ） ﾁｰﾑ合計

優勝 河瀬魅　ビリ鮎 鈴木 直人 花塚 秀春 40
２位 相模マイスター 田中 竹志 甲斐 正幸 27
３位 柳鮎会 影山 大亮 深澤 克也 25
４位 河瀬魅　遊び鮎 小泉 弘 菊池 重三郎 22
５位 ナンバーズ 松本 英樹 金澤 亜衣子 22
６位 福島美鮎会Ｂ 樽井 孝之 川島 定巳 21
７位 鮎追い人Ｆチーム 江連 雅至 大金 利雄 21
８位 ＴＥＡＭ　ＡＬＬＵＲＥ 神長 貴大 石川 光行 21
９位 鮎追い人Ｄチーム 増子 秀雄 小室 収 20

１０位 ＫＵＷＳ 柴田 諭 生頭 勝広 19
１１位 ＴＥＡＭ　　ＢＲＡＶＥ 森田 美知男 伊藤 洋平 19
１２位 黒羽天狗会　小川チーム 堀江 英雄 鈴木 剛 18
１３位 流友会 大鷹 義信 周佐 一彦 18
１４位 裏泥漁師 高瀬 英雄 星 直輝 17
１５位 鮎中毒パワ－ミニマム 大根田 淳一 菊池 明和 16
１６位 チームイエロースターズ 鈴木 真行 木村 修一郎 16
１７位 ＦｅａｔｈｅｒＷｅｉｇｈｔ’ｓ 佐々木 綾 岡本引一 16
１８位 チーム　フレンデイ 岡本 眞一 山口 雅司 15
１９位 鮎美会タイプＳメガトルク 竹内 弘行 柏木 一良 15
２０位 ゼロワンＹＴ 山﨑 敏夫 舘岡 卓也 15
２１位 鮎追い人Ｂチーム 矢野 憲生 中村 弘巳 15
２２位 河瀬魅　瀬付き鮎 後藤 行雄 吉田 隆 15
２３位 チーム　ハリウッドｂｙイエロースターズ ﾆｺﾗｽ 紀智 木村 隼人 14
２４位 チーム鮎キンググレ－ト 増渕 雅人 川上 貴宏 14
２５位 友友倶楽部　豚尾 増渕 英夫 清水 善幸 13



２６位 へたれ会　チーム凹 桐生 和青 大野 健治 13
２７位 チーム鮎キングボンバ－ 荒川 建彦 戸上 学 13
２８位 ナンバーズ 人見 淳一 相馬 祐司 13
２９位 チーム岸波 佐藤 由幸 石田 和夫 13
３０位 河瀬魅　群鮎 坂和 史規 塩野 宏文 13
３１位 友友倶楽部　マルチ 佐藤 秀幸 木内 勝広 12
３２位 ポンタン 大森 修一 大島 優一 12
３３位 ＴＥＡＭ　ＳＨＯＷＡ 大久保 真志 山口 正彦 12
３４位 鮎美会ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ 鈴木 守 菊池 壮一郎 11
３５位 鮎中毒マルチ 柿沼 武久 松木 清 11
３６位 チーム鮎キング親子 谷口 則夫 谷口 京介 10
３７位 河瀬魅　落鮎 竹中 雅宏 人見 義弘 10
３８位 福島美鮎会 五十嵐 幸一 本田 正男 10
３９位 ちゃらちゃら 石田 善敬 関根 一浩 10
４０位 チーム鮎キングＧＩＡＮＴ－ＫＩＬＬＩＮＧ 斉藤 光弘 杉山 剛 9
４１位 チームＴＫ 田中 郁男 小井土 浩 9
４２位 裏泥サギ師 佐藤 勝彦 飯村 崇 9
４３位 鮎中毒ＳＰスピード 福田 和彦 吉田 淳志 9
４４位 浅川ＤＴ 目黒 敏幸 西田 憲之 9
４５位 チームウインザ－ 奥村 憲昭 中山 伸也 9
４６位 アユ　バカラ２ 松本 文男 遠藤 哲夫 8
４７位 へたれ会　チーム凸 渡辺 晃 佐藤 幸司 8
４８位 １０ｍｉｌｌｉｏｎＰｏｗｅｒｓ 高橋 大吾 小白井 真琴 8
４９位 裏泥ペテン師 雨宮 治郎 小暮 範光 8
５０位 あゆ組ＤＴ 中野 一徳 明賀 美宜 8
５１位 鮎夢ｖｉｃｔｏｒｙ 滝口 正彦 滝口 慶宏 8
５２位 鮎追い人Ｅチーム 篠崎 勝明 星 一成 7
５３位 Ｔｈｅ　　ｄｒｕｎｋｅｒｓ 山口 豊平 大瀧 敏郎 7
５４位 鮎追い人Ａチーム 佐川 仁 田中 幸雄 7
５５位 鮎美会Ａ 古張 忠男 鈴木 英樹 7
５６位 チームにゃんこ 梶田 文雄 寺門 義則 7
５７位 蔵の鮎友会 小古山 和弘 増山 英雄 7
５８位 アユバカラ 猪瀬 一雄 谷口 武 6
５９位 鮎追い人Ｃチーム 千葉 浩之 阿部 寛秋 6
６０位 倶楽部　鮎男　新潟 杉﨑 亮 谷川 正則 6
６１位 ゼロワンＮＫ 仁平 弘行 小林 雅彦 6
６２位 デイー、キャッチャーズ、スリー 八木沼 武 小澤 仁 6
６３位 ＴＨＥ　・　ダイスケドン 鈴木 裕也 生方 大輔 6
６４位 河瀬魅　スレ鮎 木下 孝雄 伊藤 誠 5
６５位 倶楽部　鮎男　関東 田島 伸一郎 荒木 将介 5
６６位 デイー、キャッチャーズ、ツ－ 市川 哲也 藤田 秀樹 5
６７位 デイー、キャッチャーズ、ワン 片野 聡 栗原 高広 4
６８位 鮎追い人Ｇチーム 小松 新一 関山 多喜雄 3

順位 氏名（Ｒ） 氏名（Ｐ） チーム名 ﾁｰﾑ合計

ﾚﾃﾞｲｰｽ賞 松本 英樹 金澤 亜衣子 ナンバーズ 22
飛賞３０位 坂和 史規 塩野 宏文 河瀬魅　群鮎 13
ﾔﾝｸﾞﾏﾝ賞 谷口 則夫 谷口 京介 チーム鮎キング親子 10
飛賞６０位 杉﨑 亮 谷川 正則 倶楽部　鮎男　新潟 6

備考
①敬称略
②コンピューターの表示問題の為、旧漢字等を修正させて頂くことがございます。ご了承下さい。
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