
ＤＡＩＷＡカレイバトル2013 ＩＮ 仙台湾大会結果

開催日 2013年5月26日 天候 晴れ時々曇り

開催場所 宮城県　塩釜市　まがき漁港 気温（水温） 22度（15度）

参加人数 193名

      枚数の部          3枚長寸合計の部

大会概況　

大会当日は、波0.5～1.0ｍ　競技後半より若干風が出だしたものの、総じて絶好の釣り日和の一日となりました。　

193名の参加者が16艘の船に分乗し、仙台湾・大型漁礁にて競技を行いました。

検量は、20㎝以上のカレイの総枚数（カレイの種類は問わず）・マガレイの3枚長寸合計でしたが、事前の良好な

釣果情報通り、大会当日もアベレージ30ｃｍ強の良型中心で、枚数も多く、1人当たり約70枚弱の釣果が上がりました。

その他の賞として、大物賞（マコガレイ対象）・プリンセス賞・ジュニア賞・ベクトルダイワ賞・またチーム戦の各賞も用意、

表彰式また大会最後の抽選会でも大いに盛り上がりました。

震災以降、厳しい釣果が続いた時期もあったが、今シーズンはコンスタントに良型・多くの枚数が釣れており、今後も

引き続き、大型漁礁での釣果に期待したいと思います。是非、皆さんでカレイ釣りに出かけましょう。

選手ならびに関係者の皆様、ありがとうございました。

（枚数の部） （3枚長寸合計の部）

順位 遊魚船名 枚数 順位 遊魚船名 合計長寸

1 戸井田 恵介 漁安丸 118 1 吉田 勝行 かもめⅡ 123.7
2 仲 慎一郎 丸洋丸 116 2 佐藤 浩 新鋭丸 120.0
3 菅原 賢二 丸洋丸 113 3 鹿島 博文 勢和丸 117.0
4 菅野 順也 みなとや丸 113 4 庄子 昌徳 かもめⅦ 116.6
5 大友 勇貴 天王丸 107 5 遠藤 誠 かもめⅡ 116.0
6 森 健 新鋭丸 105 6 林 定樹 五十鈴丸 115.0
7 初田 将克 天王丸 103 7 武田 敏 善松丸 115.0
8 斉藤 政彦 丸洋丸 103 8 菅野 清栄 友紀丸 114.5
9 藤原 治 みなとや丸 102 9 猪股 正彦 丸洋丸 114.4

10 渡部 勇造 みなとや丸 102 10 吉本 勇彦 かもめⅦ 114.1
11 文屋 賢 みなとや丸 101 11 上野 総司 かもめⅦ 114.0
12 内海 要一 丸洋丸 100 12 菅原 照之 光和丸 114.0
13 佐藤 日出男 かもめⅦ 98 13 鈴木 健一 漁安丸 113.5
14 前澤 泰行 新鋭丸 98 14 沼田 正夫 友紀丸 113.5
15 上野 総司 かもめⅦ 96 15 小岩 一実 五十鈴丸 113.0
16 保坂 章 勢和丸 95 16 南部 義美 光和丸 113.0
17 湯山 広泰 みなとや丸 95 17 佐藤 正治 かもめⅡ 112.7
18 中川 和夫 天王丸 95 18 福島 久登 丸洋丸 112.5
19 佐藤 実 勢和丸 95 19 高橋 常雄 五十鈴丸 112.5
20 小林 英治 漁安丸 94 20 佐藤 茂 新鋭丸 112.5
21 鹿島 博文 勢和丸 93 21 尾形 真 かもめⅤ 112.5
22 宇都 澄弘 勢和丸 93 22 土屋 幸吉 51えびす屋丸 112.5
23 芳賀 寛史 丸洋丸 93 23 土田 繁代志 かもめⅤ 112.5
24 菊田 恵美子 豊漁丸 89 24 森 健 新鋭丸 112.0
25 保田 繁一 金剛丸 88 25 保田 繁一 金剛丸 112.0
26 山崎 けい太 天王丸 87 26 山内 武夫 新鋭丸 112.0
27 星 守也 丸洋丸 87 27 清水 政敏 善松丸 112.0
28 前枝 正二 勢和丸 87 28 小室 邦雄 光和丸 112.0
29 高木 健太郎 天王丸 87 29 水島 宏治 51えびす屋丸 112.0
30 福島 久登 丸洋丸 85 30 佐藤 日出男 かもめⅦ 111.8

名前 名前



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。
③ 同数、または同長の場合、両方の結果を比較し、成績の良い選手を上位とします。

* 大物賞 岡田　和夫 49.0㎝（マコガレイ） 豊漁丸
* レディース賞 菊田　恵美子 89枚 豊漁丸
* ジュニア賞 小林　和貴 85枚 漁安丸
* ベクトルダイワ賞 福島　久登 丸洋丸
* チーム戦　優勝 天王丸 アベレージ85.9枚


