
第8回　DAIWAファミリーフィッシング大会in知多

開催日               2012/7/14(土） 天候 晴れ

開催場所           名古屋港海づり公園 気温 33度

参加人数  　        360名

大会概況:大会参加チーム数１１５、参加者360名で開催されました。検量された魚種は、チヌ、コノシロ、サバ、エイ、キス、　
カサゴ、アナゴ、カニなど。釣れるたびに家族の楽しげな声が聞こえました。優勝チームはオキアミをエサに　浅棚に狙いを
定めて3尾のチヌを検量された「ぐれん隊」チーム。恒例の子供達のお菓子のつかみ取りも大変盛り上がりました。
来年度も皆様のご参加　お待ち申し上げます。

チーム賞
魚の長さ 3匹合計

① ② ③ Cm
優勝 80 ぐれん隊 柳 良平 柳 孝宗 柳 直秀 40.0 39.0 35.5 114.5

準優勝 65 チーム ICHIKAWA 市川 晴久 市川 雄規 29.5 26.7 42.0 98.2

 4位 24 米田チーム(ﾖﾈﾀﾞ ﾁｰﾑ) 米田 昌史 米田 尚史 米田 直生 52.5 29.5 16.0 98.0
3位 32 チーム コーニャン 清末 昌宏 清末 美知枝 清末 祐貴 清末 絋平 34.0 34.0 30.0 98.0

5位 38 ルカ･シオン 榊原 宗雄 榊原 忍 榊原 詩音 49.5 13.5 14.0 77.0
6位 42 team Daichi (ﾁｰﾑ ﾀﾞｲﾁ) 竹内 丈詞 竹内 大智 竹内 里織 28.0 29.4 17.9 75.3
7位 29 海が好き.by 藤田一家 藤田 義喜 藤田 悠里 藤田 穂乃佳 藤田 光男 26.0 31.2 16.0 73.2
8位 15 メタルキングスライム 酒井 徳之 酒井 美也子 酒井 実梨 酒井 正三 30.3 21.5 18.1 69.9
9位 19 極楽釣 (ｺﾞｸﾗｸﾁｮｳ) 安江 博 安江 光平 23.0 22.5 23.0 68.5
10位 16 とうこん 野田 耕平 野田 和希 野田 啓太 野田 真寿美 17.5 22.0 27.5 67.0
11位 67 まおちゃん 山田 康生 山田 裕也 山田 真緒 27.0 19.1 18.9 65.0
12位 51 秋津会(ｱｷﾂｶｲ) 人悠 外満吉 外 19.3 16.8 28.8 64.9
13位 25 つり好き 三兄弟 永吉 勝彦 永吉 勝理 永吉 祭 永吉 匠 22.6 19.5 18.7 60.8
14位 55 イチゴ ダイフク 杉村 政夫 杉村 拓磨 18.6 21.0 20.5 60.1
15位 79 アクアファイヤーズ2012 松井 伸介 松井 恵吏 松井 心杜 20.5 27.5 12.0 60.0
16位 9 チーム トワっぴ 鈴木 幹土 鈴木 里香 鈴木 都湧 鈴木 らら 12.0 23.0 22.0 57.0
17位 6 チーム まっさる 大橋 大 大橋 美琴 17.0 20.5 18.0 55.5
18位 59 チームカズキ 加藤 史朗 加藤 一輝 20.1 17.0 15.0 52.1

19位
121

チーム　Pretty Moon
(ﾌﾟﾘﾃｨｰﾑｰﾝ） 前田　積範 前田　菜月 前田　美月 箕浦　啓介 14.5 16.0 17.5 48.0

20位 14 ドラゴンボール 植前 隆治 植前 寛哉 18.0 15.0 14.5 47.5

大物賞
大物賞

ｇ
第1位 65 チーム ICHIKAWA 市川 晴久 市川 雄規 1164 チヌ
第2位 24 米田チーム(ﾖﾈﾀﾞ ﾁｰﾑ) 米田 昌史 米田 尚史 米田 直生 1107 スズキ
第3位 80 ぐれん隊 柳 良平 柳 孝宗 柳 直秀 1049 チヌ

魚名NO チーム名　 リーダー メンバー

NO チーム名　 リーダー メンバー



なが物賞
なが物賞

ｃｍ
第1位 42 team Daichi (ﾁｰﾑ ﾀﾞｲﾁ) 竹内 丈詞 竹内 大智 竹内 里織 114.0 エイ
第2位 24 米田チーム(ﾖﾈﾀﾞ ﾁｰﾑ) 米田 昌史 米田 尚史 米田 直生 52.5 スズキ
第3位 127 太公望（タイコウボウ） 中原　香織 中原　銀河 中原　龍雅 52.0 カニ

      備考 ① 同長寸の場合はジャンケンにて決定します。
② 敬称略
③ 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。

名魚ーバンメーダーリ　名ムーチON
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