
2013　ダイワエギングパーティーｉｎ庄内　大会結果

開催日 2013/9/28(土) 天候 晴れ

開催場所 山形県庄内エリア 気温（水温）23℃

参加人数 175名

大会概況　

例年よりも育ちの良い山形アオリイカは、秋の数釣りというよりもサイズの良いイカをどれだけ揃えるか・・・
という事前予想。台風通過後、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722ｇ（胴長で約24cm）を釣り上げた、斉藤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。
来年もお子様、女性アングラー、皆様からの御参加お待ちしています。
選手の皆様、そして東北初参戦ヤマラッピ＆タマちゃんもお疲れ様でした！！

シングル部門結果 ペア部門結果
順位 氏名 フリガナ 住所 重量(ｇ) 順位 氏名 フリガナ 住所 重量(ｇ)

1 斉藤昌 サイトウ　アキラ 山形県 1101 1 松浦吉之 マツウラ　ヨシユキ 山形県 1289
2 長岡弘樹 ナガオカ　ヒロキ 山形県 950 浅原靖弘 アサハラ　ヤスヒロ 山形県 1289
3 山岡真吾 ヤマオカ　シンゴ 山形県 928 2 渡部友和 ワタベ　トモカズ 東京都 941
4 小嶋裕 オジマ　ユウ 山形県 900 渡部美樹 ワタベ　ミキ 東京都 941
5 奥山洋一 オクヤマ　ヨウイチ 山形県 854 3 佐々木智行 ササキ　トモユキ 山形県 827
6 山本健 ヤマモト　ケン 山形県 787 相蘇　竜弥 アイソ　タツヤ 山形県 827
7 柴田尚紀 シバタ　ナオキ 山形県 773 4 佐藤房一 サトウ　フサカズ 山形県 793
8 横山広樹 ヨコヤマ　ヒロキ 山形県 771 大谷昇 オオタニ　ノボル 山形県 793
9 佐竹渉 サタケ　ワタル 山形県 738 5 難波福生 ナンバ　フクオ 山形県 750
10 志田直樹 シダ　ナオキ 山形県 703 難波一恵 ナンバ　カズエ 山形県 750
11 野田和俊 ノダ　カズトシ 山形県 700 6 吉田哲志 ヨシダ 宮城県 710
12 田中大揮 タナカ　ダイキ 山形県 682 今井貴博 イマイ　タカヒロ 宮城県 710
13 鈴木美也 スズキ　ミツヤ 山形県 654 7 堀井一生 ホリイ　カズナリ 秋田県 706
14 村上豊 ムラカミ　ユタカ 山形県 643 阿部泰士 アベ　ヤスシ 秋田県 706
15 高橋和 タカハシ　ヒトシ 山形県 621 8 大平和男 オオヒラ　カズオ 宮城県 672
16 下野顕 シモノ　アキラ 山形県 605 板垣淳 イタガキ　 宮城県 672
17 佐久間寛 サクマ　ヒロシ 山形県 604 9 松田真史 マツダ　チカシ 山形県 524
18 小松広明 コマツ　ヒロアキ 山形県 582 沓澤隆一郎 クツザワ　リュウイチロウ 山形県 524
19 今野雅晴 コンノ　マサハル 山形県 572 10 羽角孝徳 ハスミ　タカノリ 山形県 440
20 本間崇 ホンマ　タカシ 山形県 547 松永純子 マツナガ　ジュンコ 宮城県 440

21 丸山裕之 マルヤマ　ヒロユキ 山形県 545
22 阿彦祐司 アヒコ　ユウジ 山形県 534

23 芦野真弥 アシノ　シンヤ 宮城県 525 大物賞 重量(ｇ)

24 斎藤　祐作 サイトウ　ユウサク 福島県 524 斉藤　昌 722ｇ

25 北原央崇 キタハラ　ヒロタカ 宮城県 523

26 菅原祐 スガワラ　ユウ 山形県 520 プリンセス賞

27 工藤勝幸 クドウ　カツユキ 山形県 490 北原　まどか

28 大山吉行 オオヤマ　ヨシユキ 山形県 484

29 渡邉透 ワタナベ　トオル 山形県 469 ベクトルダイワ賞

30 青山淳也 アオヤマ　ジュンヤ 秋田県 468 本間　冬弥

31 長谷川一志 ハセガワ　ヒトシ 秋田県 467
32 斎藤　圭太 サイトウ　ケイタ 山形県 451
33 福井和則 フクイ　カズノリ 山形県 450
34 佐藤守 サトウ　マモル 山形県 442
35 飯塚秀明 イイヅカ　ヒデアキ 山形県 439
36 渡部達也 ワタナベ　タツヤ 秋田県 437
37 斉藤昭 サイトウ　アキラ 山形県 418
38 伊藤竜一 イトウ　リュウイチ 宮城県 417
39 寒河江広之 サガエ　ヒロユキ 山形県 406



40 若谷恒太 ワカタニ　コウタ 山形県 406
41 馬場雅裕 ババ　マサヒロ 山形県 385
42 渡邉洋一 ワタナベ　ヨウイチ 山形県 378
43 栗田光広 クリタ　ミツヒロ 山形県 369
43 斎藤　浩一 サイトウ　コウイチ 山形県 369
45 櫻井大祐 サクライ　ダイスケ 山形県 359
46 仲野広幸 ナカノ　ヒロユキ 山形県 329
47 菅　延孫 スガ　ノブヒコ 秋田県 324
48 本間冬弥 ホンマ　トウヤ 山形県 322
49 古名茂 フルナ　シゲル 山形県 316
50 鈴木博之 スズキ　ヒロユキ 山形県 314

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。


