
　2016　ダイワ　エギングパーティ　in　徳島　大会結果

開催日 2016年10月22日 天候 曇りのち雨

開催場所 徳島県鳴門周辺 気温 22℃

参加人数 143名

大会概況　

大会当日は5:30から受付を開始し、参加者143名が釣果を求めそれぞれのポイントを目指しました。

釣況は今年のアオリイカの好釣果同様非常に良く、2杯1537ｇを筆頭に70名の方が検量をされました。

競技の後にはヤマラッピ＆タマちゃんの講習会や○×クイズ、じゃんけん大会、お楽しみ抽選会、エギ釣りも行われ、

最終雨には降られましたが、大盛況のうちに無事大会を終えることができました。

順位 姓（漢字） 名（漢字） 姓（フリガナ） 名（フリガナ）
２杯までの
総重量

１位 田中 正敏 タナカ マサトシ 1537
２位 水引 秀長 ミズヒキ ヒデナガ 1268
３位 藤本 侑介 フジモト ユウスケ 1161
４位 西村 剛 ニシムラ ツヨシ 821
５位 島田 正也 シマダ マサヤ 647
６位 菅野 誠 スガノ マコト 623
７位 遠藤 辰也 エンドウ タツヤ 602
８位 水引 宏司 ミズヒキ ヒロシ 593
９位 上田 将輝 ウエタ マサキ 591
１０位 中村 亮一郎 ナカムラ リョウイチロウ 577
１１位 以西 勝 イサイ マサル 576
１２位 山崎 伸和 ヤマサキ ノブカズ 576
１３位 榊 英樹 サカキ ヒデキ 534
１４位 喜多 哲也 キタ テツヤ 529
１５位 長谷部 卓也 ハセベ タクヤ 528
１６位 鳥海　 友里 トリウミ ユリ 524
１７位 富家 加奈 トミイエ カナ 504
１８位 丸山 明寿 マルヤマ アキトシ 455
１９位 折目 由香里 オリメ ユカリ 454
２０位 金村 拓也 カナムラ タクヤ 450
２１位 松並 大樹 マツナミ ヒロキ 445
２２位 森 正昭 モリ マサアキ 392
２３位 坂東 太作 バンドウ ダイサク 391
２４位 細野 修 ホソノ オサム 391
２５位 澤崎 弘人 サワザキ ヒロヒト 366
２６位 湯浅 剛史 ユアサ タケシ 350
２７位 以西 将 イサイ マサシ 319
２８位 川原 大介 カワハラ ダイスケ 311
２９位 高見 和伸 タカミ カズノブ 303
３０位 清水 涼 シミズ リョウ 303
３１位 神崎 康輔 カンザキ コウスケ 287
３２位 神崎 泰臣 カンザキ ヤスオミ 287



３３位 松並 一郎 マツナミ イチロウ 278
３４位 山田 譲二 ヤマダ ジョウジ 275
３５位 為田 昭人 タメダ アキト 260
３６位 瀬川 秀明 セガワ ヒデアキ 258
３７位 宮先 征紀 ミヤサキ マサノリ 256
３８位 安達 晋拓 アダチ ユキヒロ 244
３９位 喜多 純大 キタ ジュンダイ 243
４０位 河田 有輝 カワタ ユウキ 239
４１位 伊藤 和也 イトウ カズヤ 237
４２位 櫻井 義浩 サクライ ヨシヒロ 236
４３位 太田 成博 オオタ シゲヒロ 232
４４位 前田 博 マエダ ヒロシ 227
４５位 森下 唯翔 モリシタ ユイト 214
４６位 鎌田 滝次 カマダ リュウジ 207
４７位 鳥海　 颯太 トリウミ ソウタ 192
４８位 長尾 智輝 ナガオ トモキ 183
４９位 三宅 武志 ミヤケ タケシ 178
５０位 喜多 賢治 キタ ケンジ 161
５１位 六車 元 ムグルマ ハジメ 137
５２位 三好 雅士 ミヨシ マサシ 132
５３位 南 光 ミナミ ヒカル 132
５４位 丸山 勝作 マルヤマ ショウサク 124
５５位 甘利 敬祐 アマリ ケイスケ 124
５６位 増田 英司 マスダ エイジ 119
５７位 餅井田 幸恵 モチイダ ユキエ 119
５８位 山田 稔 ヤマダ ミノル 116
５９位 中田 勝也 ナカタ カツヤ 102
６０位 仲田 雄次 ナカタ ユウジ 101
６１位 榊 愛華 サカキ マナカ 99
６２位 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 87
６３位 上野 修二 ウエノ シュウジ 82
６４位 田中 利和 タナカ トシカズ 77
６５位 橋本 和司 ハシモト カズシ 75
６６位 沖 貴一郎 オキ キイチロウ 73
６７位 奥山 展弘 オクヤマ ノブヒロ 55
６８位 折目 一平 オリメ イッペイ 36
６９位 折目 守 オリメ マモル 33
７０位 高瀬 翔 タカセ ショウ 30

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同重量の場合、エントリー番号が小さい方を上位としています。
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