
『第23回チヌの魚信を楽しむ会 （中京地区・親睦大会）

開催日 平成29年8月6日（日）
場所 三重県 霞埠頭及び四日市港 一帯
参加者 【 １１３名 】

【天候】　晴天 【検量者　37名】
　　【大会・結果報告】　　　黒鯛２５ｃｍ以上・・・1匹長寸

【入賞者】 アワード

（順　位） 　　氏　　名 住　　所 クラブ名 サイズｃｍ 参加希望

優　勝 伊佐地 義明 名古屋市 TEAM ７５８ ４９．７ｃｍ 優勝・選出

準優勝 辻　 洋 北名古屋市 チヌ迷人 48.6ｃｍ ○

第3位 鳥喰　真悟 春日井市 博多AMA波止フカセ研 48.2ｃｍ ○

第４位 加納　達也 北名古屋市 チヌ迷人 47.8ｃｍ ○

第5位 安田　正次 名古屋市 フリー 47.5ｃｍ ○

第6位 近藤　博之 金沢市 岡崎おまつりFC 47.1ｃｍ ○

第7位 行徳　正美 名古屋市 マイスター 45.2ｃｍ ○

第8位 宮島　勢欣 岡崎市 フリー 44.9ｃｍ ○

第9位 伊藤　良剛 員弁郡 フリー 44.8ｃｍ ×

第10位 渋谷　 充 富山市 金沢茅渟研究会 44.6ｃｍ ○

◎ アワード選考希望者の（優勝者）は【伊佐地 義明】さんが選出されました。
アワード決戦は10月15日（尼崎フェニックス）にて開催します

【協賛メーカー　様】　・・・順不同 【 ６ 社 】
（株）大島製作所 （株）サンライン （株）がまかつ
（株）ウイング 黒鯛工房 クレハ合繊 （株） （株）ボナンザ

【差し入れクラブ】　・・・順不同 【１２クラブ】
岡崎おまつりＦＣ づい友会 幻のチヌ釣り隊 マイスター
東海鱗遊会 チヌ迷人 ＴＥＡＭ ７５８ 名古屋前打ちクラブ
愛知磯波会 チーム落魂 東海チヌ倶楽部 トレジャー
へチリ鯛 太平堂釣具店 【他・・・個人多数】

（ご協力）　　　ポスター掲示 【順不同】
釣具の天狗堂（各店舗）　上州屋（名古屋・三河・各店舗）イシグロ釣具（各店舗）
マンボウ釣具店　高砂屋エサ店　釣具フィシングいとう　釣具マルサン
加藤釣具店　東浦サカイ釣具センター　フィッシング遊南店　あきら釣具　ラーメン吉左右
フィッシング遊日進梅森店渡船丸　トミス渡船　太平堂釣具店

黒鯛稚魚放流・募金・・・ご協力ありがとうございました。

【募金金額】　14,287円集まりました。 釣り振興会（愛知支部）に寄託します。

チヌの魚信を楽しむ会（中京地区）親睦大会



『第23回チヌの魚信を楽しむ会 （中京地区・親睦大会）

第１１位～３３位迄 【検量者・全員の順位】
【黒鯛・２５ｃｍ以上の1匹・・・長寸】

アワード

（順　位） 　　氏　　名 住　　所 クラブ名 サイズｃｍ 参加希望

第１１位 菅原　英晃 知多市 TEAM 夢茅流師 44.4ｃｍ ○

第１２位 野々部 昌史 一宮市 東海チヌ倶楽部 43.6ｃｍ ○

第１３位 大附　英夫 名古屋市 づい友会 43.3ｃｍ ○

第１４位 高峰 由起夫 四日市市 幻のチヌ釣り隊 43.1ｃｍ ○

第１５位 西尾　敏彦 知多市 マイスター 42.8ｃｍ ○

第１６位 長田　英治 一宮市 東海チヌ倶楽部 42.7ｃｍ ○

第１７位 柴田　庄二 名古屋市 TEAM ７５８ 42.3ｃｍ ○

第１８位 渡邊　竜一 額田郡 フリー 42.3ｃｍ ×

第１８位 鹿島　高憲 清須市 フリー 42.0ｃｍ ○

第２０位 三輪　健三 江南市 チヌ迷人 41.7ｃｍ ○

第２０位 高峰 　司 員弁郡 幻のチヌ釣り隊 41.7ｃｍ ×

第２２位 橋本　 敦 海部郡 名四爆釣会 40.7ｃｍ ○

第２２位 平岩　絢也 瀬戸市 名四爆釣会 40.5ｃｍ ○

第２４位 高岡　俊晃 名古屋市 かもめFC 40.1ｃｍ ○

第２５位 下野　正人 江南市 チヌ迷人 40.0ｃｍ ○

第２５位 杉浦　友昭 春日井市 づい友会 40.0ｃｍ ○

第２７位 清水　 登 一宮市 東海チヌ倶楽部 39.9ｃｍ ○

第２８位 前川　 瞬 名古屋市 かもめFC 39.2ｃｍ ○

第２９位 清水　宣芳 名古屋市 フリー 39.1ｃｍ ×

第３０位 道塚　美伸 名古屋市 づい友会 38.9ｃｍ ○

第３１位 水谷　初男 大府市 愛知磯波会 38.5ｃｍ ○

第３２位 鈴木　貴博 名古屋市 へチリ鯛 37.9ｃｍ ○

第３３位 加藤　裕貴 豊田市 潮友会 37.7ｃｍ ○

第３４位 仲神　雅康 名古屋市 愛知磯波会 37.5ｃｍ ○

第３５位 大林　 晃 四日市市 チヌ迷人 36.2ｃｍ ○

第３６位 野見山 千明 員弁郡 フリー 35.8ｃｍ ×

第３７位 渡辺　敏之 三重郡 川越チヌクラブ 35.2ｃｍ ○

チヌの魚信を楽しむ会（中京地区）親睦大会



加藤釣具店　東浦サカイ釣具センター　フィッシング遊南店　あきら釣具　ラーメン吉左右


