
大会名　2012DAIWAエギングパーティーｉｎ庄内大会結果
開催日 2012年9月22日（土） 天候 曇りのち晴れ

開催場所 山形県庄内エリア 気温 23℃（最高気温26℃）
参加人数 120人

大会概況
かねてからのアオリイカ好釣の中で開催された今大会。早朝は肌寒く、釣況も不安視されたが、時間が進むにつれ
天候は回復し、絶好の大会日和となった。事前の好釣そのままに、選手は大半の方が規定の数より多いイカを持ち込み、
結果、数グラム～数十グラム単位での大激戦に。中でも当日最大の358ｇ（胴長で約18cm）を釣り上げた阿部選手が
見事シングル部門と大物賞を制した。皆さんの笑顔が素敵で、やっぱりエギングって楽しいと思える1日でした。
選手の皆様、そしてMIYA＆みっぴもお疲れ様でした！！アオリイカエギングもまだシーズン途中。
是非皆さんで、日本海へ、ダイワのエギを持ってシャクリに行きましょう！

順位 フリガナ 住所 重量 大物賞 阿部利次 358ｇ

1 阿部 利次 アベ　トシツグ 山形県 784

2 佐竹 渉 サタケ　ワタル 山形県 632 ベクトルダイワ賞 北原　まどか

3 山田 純 ヤマダ　ジュン 山形県 617

4 澤畑 浩行 サワハタ　ヒロユキ 山形県 561

5 松田 涼 マツダ　リョウ 山形県 542

6 吉田 博史 ヨシダ　ヒロシ 山形県 528

7 今野 雅晴 コンノ　マサハル 山形県 489

8 馬場 雅裕 ババ　マサヒロ 山形県 482

9 瀬野尾 清 セノオ　キヨシ 山形県 480

10 真木 伸幸 マキ　ノブユキ 山形県 472

11 芦野 真弥 アシノ　シンヤ 宮城県 446

12 諏訪 敏治 スワ　トシハル 山形県 444

13 渡辺 透 ワタナベ　トオル 秋田県 441

14 菅原　 祐 スガワラ　ユウ 山形県 418

15 柴田 尚紀 シバタ　ナオキ 山形県 415

16 本間 俊一 ホンマ　シュンイチ 山形県 412

17 本間 冬弥 ホンマ　トウヤ 山形県 396

18 高橋 貴志 タカハシ　アツシ 山形県 395

19 佐々木 英喜 ササキ　エイキ 秋田県 389

20 澤井 浩 サワイ　ヒロシ 山形県 389

21 齋藤 昌 サイトウ　アキラ 山形県 376

22 多田 和彦 タダ　カズヒコ 山形県 366

23 工藤 勝幸 クドウ　カツユキ 山形県 362

24 野口 敬 ノグチ　タカシ 新潟県 358

25 阿部 寿彦 アベ　トシヒコ 宮城県 354

26 佐藤 明 サトウ　アキラ 山形県 351

27 岡本 佑 オカモト　タスク 東京都 344

28 みっぴ 福岡県 340

29 高橋 和 タカハシ　ヒトシ 山形県 330

30 茨木 雄一郎 イバラキ　ユウイチロウ 山形県 324

30 富樫 良一 トガシ　リョウイチ 山形県 324

32 村上 豊 ムラカミ　ユタカ 山形県 323

33 田村 進 タムラ　ススム 山形県 319

34 上所 邦広 ウエショ　クニヒロ 山形県 315

35 鈴木 勝 スズキ　マサル 秋田県 311

36 奥山 智 オクヤマ　サトシ 山形県 308

37 吉沢 真介 ヨシザワ　シンスケ 宮城県 298

38 村上 光春 ムラカミ　ミツハル 秋田県 290

39 栗田 光広 クリタ　ミツヒロ 山形県 282

氏名

シングル部門　順位表



40 伊藤 竜一 イトウ　リュウイチ 宮城県 278

40 渡辺 朋宏 ワタナベ　トモヒロ 山形県 278

42 山田 英市 ヤマダ　エイイチ 宮城県 273

43 保角 拓磨 ホズミ　タクマ 山形県 272

44 志田 俊幸 シダ　トシユキ 山形県 265

45 木村 尚司 キムラ　ナオシ 山形県 260

46 真嶋 俊平 マシマ　シュンペイ 山形県 258

47 MIYA 東京都 257

48 浦岡 恒晴 ウラオカ　ツネハル 宮城県 254

49 菊池 昭司 キクチ　ショウジ 福島県 244

50 本間 崇 ホンマ　タカシ 山形県 238

51 平 雄高 タイラ　ユウコウ 山形県 237

52 橋本 順一 ハシモト　ジュンイチ 山形県 228

53 高橋 稔裕 タカハシ　トシヒロ 秋田県 225

54 本間 秀映 ホンマ　シュウエイ 山形県 222

55 鈴木 政勝 スズキ　マサカツ 山形県 221

56 渡部 智 ワタナベ　サトシ 秋田県 214

57 長崎 侑弥 ナガサキ　ユウヤ 秋田県 209

58 渡部 友和 ワタベ　トモカズ 東京都 205

59 荘司 洋典 ショウジ　ヨウスケ 宮城県 198

60 小松 洋平 コマツ　ヨウヘイ 山形県 195

61 戸川 隆 トガワ　タカシ 山形県 188

62 米田 健二 ヨネダ　ケンジ 山形県 173

63 今野 峻好 コンノ　タカヨシ 山形県 166

64 北原 央崇 キタハラ　ヒロタカ 宮城県 155

65 奥山 智幸 オクヤマ　トモユキ 山形県 151

66 磯前 和己 イソマエ　カズキ 宮城県 138

67 北原 まどか キタハラ　マドカ 宮城県 129

68 原田 誠 ハラダ　マコト 山形県 122

69 矢沢 祥 ヤザワ　ヤスシ 山形県 96

70 北原 裕也 キタハラ　ユウヤ 宮城県 95

71 余語 茂幸 ヨゴ　シゲユキ 山形県 83

ペア部門　順位表

順位 フリガナ 住所 重量

1 渡辺 祥平 ワタナベ　ショウヘイ 山形県 829

山本 健 ヤマモト　ケン 山形県 829

2 今井 貴博 イマイ　タカヒロ 宮城県 730

佐藤 充 サトウ　ミツル 宮城県 730

3 大谷 誠 オオタニ　マコト 山形県 661

三浦 正之 ミウラ　マサユキ 山形県 661

4 近藤 巧 コンドウ　タクミ 山形県 625

田中 康博 タナカ　ヤスヒロ 山形県 625

5 大山 吉行 オオヤマ　ヨシユキ 山形県 594

森谷 尚美 モリヤ　ナオミ 山形県 594

6 鈴木 慎也 スズキ　シンヤ 山形県 579

笹原　 健太 ササハラ　ケンタ 山形県 579

7 志田 直樹 シダ　ナオキ 山形県 555

志田 春奈 シダ　ハルナ 山形県 555

8 平山 司 ヒラウヤマ　ツカサ 山形県 541

太田 麻衣子 オオタ　マイコ 山形県 541

9 寒河江 広之 サガエ　ヒロユキ 山形県 491

土赤 崇 ツチアカ　タカシ 山形県 491

10 田島 隆司 タジマ　タカシ 山形県 458

田島 育美 タジマ　イクミ 山形県 458

11 沓澤 隆一郎 クツザワ　リュウイチロウ 山形県 447

松田 真史 マツダ　チカシ 山形県 447

12 菅原 宗作 スガワラ　シュウサク 宮城県 400

佐藤 博之 サトウ　ヒロユキ 宮城県 400

13 鈴木 竜一 スズキ　リュウイチ 神奈川県 400

五十嵐 寿典 イガラシ　トシノリ 山形県 400

14 斉藤 昭 サイトウ　アキラ 山形県 372

瀬野 智 セノ　サトシ 山形県 372

15 安部 秀義 アベ　ヒデヨシ 山形県 225

安部 佑香 アベ　ユウカ 山形県 225

16 羽角 孝徳 ハスミ　タカノリ 山形県 223

松永 純子 マツナガ　ジュンコ 宮城県 223

17 横谷 重紀 ヨコヤ　シゲキ 宮城県 195

杉原 伸二 スギハラ　シンジ 宮城県 195

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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