
順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 椿下　利春 一般 北陸 石川県金沢市金沢港 54.7 2,678 10/15

2 鶴田　和男 豊田銀鱗会 中部 三重県尾鷲市須賀利 53.4 1,980 10/18

3 本田　晋吾 奄美磯研 九州 鹿児島県宇検村 51.3 2,300 10/23

次 北出　清一 小松荒磯会 北陸 福井県あらわ市浜地 50.2 2,230 10/30

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 鵜川　克也 高松磯友会 四国 高知県土佐清水市足摺椎ｶﾞ碆 72.0 6,745 10/30

2 馬場　昭則 荒潮会 関東 三宅島イガヤ港 69.5 4,900 10/25

3 松永　雅雄 大阪サンタ磯研 大阪 鹿児島県種子島 64.3 5,800 10/27

次 牧野　惠一郎 中部磯友会 中部 東京都神津島 61.0 3,800 10/16

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 平田　正一　 一般 東日本 千葉県鴨川市小湊 50.0 2,400 10/30

2 村山　博則 小田原友潮会 静岡県 東京都式根島 46.0 1,480 10/18

3 正親　欣嘉 奄美磯研 九州 鹿児島県名瀬市住用 46.0 1,300 10/29

次 岩崎　一也 富士荒磯クラブ 静岡県 静岡県熱海 44.6 1,200 10/2

第50回 全日本釣り選手権大会

主　　　　催         全日本磯釣連盟

期　　　　間         平成28年10月1日（木）日の出より～10月31日（土）日没まで

釣り場範囲         日本国内（各地区釣場規定を厳守すること）

参　加　費          ￥3,000

競技種目           クロダイ、イシガキダイ、メジナ、イシダイ、キス、アイナメ、

                          クエ（モロコ）、ブダイ、カレイ、マダイ、スズキ、

                          アオモノ（ヒラアジ、ヒラマサ、カンパチ、シマアジ）

表      彰          各魚種1位から3位まで表彰する

                          内閣総理大臣賞／クロダイ              経済産業大臣賞／キス

                          文部科学大臣賞／イシガキダイ        国土交通大臣賞／アイナメ

                          厚生労働大臣賞／メジナ                環      境大臣賞／クエ（モロコ）

                          農林水産大臣賞／イシダイ

イシガキダイの部

メジナの部

クロダイの部
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順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 鶴野　俊哉 一般 北陸 三重県南伊勢町古和浦 71.0 6,500 10/29

2 武田　昌樹 ラグーン磯釣クラブ 東日本 東京都鵜渡根島 66.0 4,100 10/1

3 勝又　明人 ラグーン磯釣クラブ 東日本 東京都鵜渡根島 64.7 4,600 10/1

次 笹間　伴行 石心会 静岡県 .静岡県　小下田　ムギネ 64.1 4,600 10/15

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

29.5 205 10/11

27.5 151 10/15

29.0 198 10/9

27.3 158 10/10

29.2 172 10/13

27.0 154 10/30

28.7 160 10/16

26.6 135 10/16

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 鹿野　毅 楽釣会 東北 宮城県鮎川港 44.1 1,120 10/26

2 栗村　孝夫 仙台南部磯釣クラブ 東北 宮城県泊浜 44.0 1,200 10/15

3 志賀　淳一 東北釣遊会 東北 福島県相馬港 42.3 1,152 10/30

次 入間田　博 仙台南部磯釣クラブ 東北 宮城県泊浜 41.0 1,100 10/30

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 小野　信介 東京荒磯クラブ 関東 静岡県南伊豆横根 118.0 24,000 10/23

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 土屋　順一 沼津潮俱楽部 静岡県 静岡県南伊豆入間マーナー 42.5 1,380 10/23

静岡県富士荒磯クラブ 石川県七尾市能登島エノメ

2

次

北陸 石川県七尾市鰀目

3

北村　信也 小松荒磯会 北陸 石川県七尾市鰀目

宮田　裕治 一般 北陸 石川県七尾市鰀目

キスの部

1

長谷川　治男

谷口　彰 小松荒磯会

イシダイの部

ブダイの部

アイナメの部

クエ（モロコ）の部
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順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 鹿野　毅 楽釣会 東北 福島県相馬市相馬港 49.2 1,670 10/30

2 吉田　英一 金沢釣鯛クラブ 北陸 宮城県石巻市寄磯 43.4 925 10/26

3 坂本　喜久雄 楽釣会 東北 女川町江島 37.0 698 10/30

次 志賀　淳一 東北釣遊会 東北 福島県相馬港 35.3 553 10/30

マダイの部

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 大浦　直毅 茂原磯釣クラブ 東日本 千葉県勝浦市大沢磯 81.0 6,580 10/30

2 松田　茂 石川磯友会 北陸 石川県輪島市舳倉島 72.5 4,800 10/13

3 北條　壽彦 石心会 静岡県 静岡県小下田マルボウ 70.0 4,000 10/2

次 佐藤　光男 東京潮騒クラブ 関東 千葉県鴨川弁天島 68.0 3,650 10/29

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 中村　隆幸 一般 北陸 石川県七尾市中島 94.2 5,460 10/15

2 道上　洋志 小松荒磯会 北陸 石川県加賀市塩屋 87.8 4,770 10/5

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

1 南郷　修次郎 奄美磯研　（ヒラアジ） 九州 鹿児島県奄美市住用町 94.5 11,500 10/30

2 山本　昇 遊楽遊　　（シマアジ） 関東 静岡県下田市横根 82.0 7,200 10/19

順位 釣り人氏名 所属会名 所属支部 釣り場 全長（㎝） 重量（ｇ） 釣り日

12 柴垣　真実子 沼津潮俱楽部 静岡県 静岡県沼津市多比 40.0 1,000 10/19

レデース賞　　クロダイの部

スズキの部

カレイの部

アオモノの部
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