
ダイワ　イカメタルパーティー　三国　結果

開催日 2018年8月4日(土) 天候 晴れ

開催場所 福井県　鷹巣漁港 気温（水温） 35度（28度）

参加人数 95名

パーティー概況　：　天候は晴天、日中は日差しの強い中であったが、日が落ちると一転、涼しさを感じる程の気温に。

ゲストのトークショーは参加者と一緒に盛り上がる内容となり、多くの方の笑いや笑顔が起きる時間となった。

釣りのポイントは鷹巣漁港から15分程の距離で、アタリの棚は15ｍ～25ｍ前後と比較的浅く、スタートの2時間は厳しい

時間となったが、最初は30ｃｍ超えの良型が釣れ、その後はサイズもバラつき小さいサイズがかかる事も多かった。

全体の釣果でも、多い方で40杯超えと、誘い方やアタリを取れるかで差が出る結果となり、各船中内でもゲーム性を

楽しむ白熱した内容になり、船中でＢＧＭが流れたりと、パーティーに相応しいイベントになった。

順位 船名 氏名 フリガナ 重量（ｇ）
1 みの浦丸 小川　憲一 オガワ　ケンイチ 1,870
2 シーライオン 屋後　孝紀 ヤゴ　タカノリ 1,784
3 シーライオン 岡本　太郎 オカモト　タロウ 1,492
4 シーライオン 大澤　和彦 オオサワ　カズヒコ 1,374
5 神海丸 矢部　浩隆 ヤベ　ヒロタカ 1,368
6 みの浦丸 横井　啓二 ヨコイ　ケイジ 1,308
7 神海丸 森重　明彦 モリシゲ　アキヒコ 1,260
8 ジャーク 岡本　敏美 オカモト　トシミ 1,258
9 miyukimaru 高木　恒 タカギ　ヒサシ 1,252
10 神海丸 中島　弘治 ナカシマ　コウジ 1,234
10 ジャーク 天野　実 アマノ　ミノル 1,234
12 みの浦丸 大野　伊一 オオノ　ヨシカズ 1,224
13 宝来 澤　康雄 サワ　ヤスオ 1,210
14 miyukimaru 牧　宏之 マキ　ヒロユキ 1,204
15 miyukimaru 安田　悠太 ヤスダ　ユウタ 1,200
16 みの浦丸 田中　稔之 タナカ　トシユキ 1,178
17 みの浦丸 横山　泰隆 ヨコヤマ　ヤスタカ 1,168
18 栄昇丸 服部　一幸 ハットリ　カズユキ 1,132
18 栄昇丸 宮澤幸則 ミヤザワ ユキノリ 1,132
20 miyukimaru 吉田　大基 ヨシダ　ヒロキ 1,124
21 miyukimaru 矢野　浩治 ヤノ　コウジ 1,118
22 海鷹 佐野　勝隆 サノ　カツタカ 1,100
23 栄昇丸 見垣　斉 ミガキ　ヒトシ 1,094
24 シーライオン 田町　義人 タマチ　ヨシト 1,092
25 miyukimaru 矢頭　伸嘉 ヤトウ　ノブヨシ 1,084
26 宝来 西村　雅之 ニシムラ　マサヒロ 1,082
27 宝来 市川　良一 イチカワ　リョウイチ 1,080
27 鷹王丸 綿谷　悠吾 ワタヤ　ユウゴ 1,080
29 miyukimaru 藤野　勝利 フジノ　カツトシ 1,068
30 みの浦丸 上田　真奈美 ウエダ　マナミ 1,066
30 宝来 猪島　眞 イノシマ　マコト 1,066



32 栄昇丸 田村　公二 タムラ　コウジ 1,062
33 神海丸 小嶋　武 コジマ　タケシ 1,054
34 シーライオン 西迫　浩一 ニシサコ　コウイチ 1,046
35 栄昇丸 笠野忠義 カサノ タダヨシ 1,044
36 miyukimaru 高木　拓治 タカギ　タクジ 1,020
36 miyukimaru 清水　雅樹 シミズ　マサキ 1,020
38 シーライオン 蔵　公雄 クラ　キミオ 1,016
39 シーライオン 増沢　昭 マスザワ　アキラ 1,014
40 神海丸 榊原　　崇晃 サカキバラ　タカアキ 1,010
41 シーライオン 岡田　幸久 オカダ　ユキヒサ 1,008
41 みの浦丸 大洞　正輝 オオボラ　マサキ 1,008
43 神海丸 三浦　一史 ミウラ　カズシ 1,004
43 宝来 田代　修 タシロ　オサム 1,004
45 シーライオン 大澤　豊美 オオサワ　トヨミ 1,002
46 宝来 土田　工 ツチダ　タクミ 990
47 神海丸 高坂　治 タカサカ　オサム 972
48 栄昇丸 中村　与一 ナカムラ　ヨイチ 970
49 みの浦丸 大屋　尚司 オオヤ　ヒサシ 966
50 miyukimaru 新町　勝 シンマチ　マサル 962
51 栄昇丸 石谷　公裕 イシヤ　キミヒロ 956
51 ジャーク 高村　武志 タカムラ　タケシ 956
51 みの浦丸 早矢仕　宏幸 ハヤシ　ヒロユキ 956
54 海鷹 彦坂　俊詞 ヒコサカ　シュンジ 940
55 栄昇丸 斉藤　浩二 サイトウ　コウジ 928
56 神海丸 桑原　一幸 クワバラ　カズユキ 902
56 栄昇丸 佐口　孝 サグチ　タカシ 902
56 海鷹 太田　利昌 オオタ　トシマサ 902
59 みの浦丸 加藤　輝一 カトウ　テルカズ　 886
60 栄昇丸 桑山　友広 クワヤマ　トモヒロ 870
60 ジャーク 若杉　正明 ワカスギ　マサアキ 870
62 鷹王丸 山本　家忠 ヤマモト　イエタダ 860
63 miyukimaru 吉田　亮介 ヨシダ　リョウスケ 846
64 鷹王丸 柳原　康博 ヤナギハラ　ヤスヒロ 814
65 栄昇丸 金武　雅人 カネタケ　マサト 792
66 宝来 水谷　博志 ミズタニ　ヒロシ 776
67 ジャーク 若杉　正 ワカスギ　タダシ 750
68 神海丸 丸山　秀二 マルヤマ　ヒデジ 728
69 神海丸 中島　愛生 ナカシマ　アオイ 712
70 宝来 佐藤　義一 サトウ　ヨシカズ 700
70 シーライオン 中田　征克 ナカタ　マサカツ 700
72 鷹王丸 福田　史彦 フクダ　フミヒコ 688
73 miyukimaru 宇都宮　隆 ウツノミヤ　タカシ 680
74 鷹王丸 大津　久雄 オオツ　ヒサオ 676
75 ジャーク 辻　秀和 ツジ　ヒデカズ 672
76 海鷹 阪井　峰明 サカイ　ミネアキ 670
77 宝来 山野　淳一 ヤマノ　ジュンイチ 660
78 鷹王丸 久保　範洋 クボ　ノリヒロ 640
79 海鷹 川田　均 カワダ　ヒトシ 630
80 ジャーク 天野　幸弘 アマノ　ユキヒロ 604
81 鷹王丸 川崎　純一 カワサキ　ジュンイチ 578
82 鷹王丸 真野　東吾 マノ　トウゴ 532
83 海鷹 大野　峰史 オオノ　ミネシ 388
84 鷹王丸 宮崎　義丈 ミヤザキ　ヨシタケ 360

備考
① 敬称略
② ケンサキイカ5杯までの総重量にて順位決定
③ 同重量の場合は同順位にて表示させて頂いております。
④ 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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