
ダイワグレマスターズ２０２２　静岡Ⅰ大会結果

★マークはブロック大会進出者です。

総合
順位

重量(ｇ) 尾数 渡船名
渡船
順位

住所 所属クラブ

★1 入江 勝則 イリエ カツノリ 4,370 5 美沢丸 1 東京都 ニューフロンティアクラブ

★2 杉本 真二 スギモト シンジ 3,486 5 常進丸 1 静岡県

★3 菅野 太郎 スガノ タロウ 3,416 5 日吉丸 1 東京都 ビーチタイムラダーズ

★4 若松 章治 ワカマツ ショウジ 1,234 2 福寿丸 1 神奈川県 Team ZERO

★5 川﨑 勇 カワサキ イサム 2,110 5 日吉丸 2 神奈川県

★6 小林 正典 コバヤシ マサノリ 1,772 3 美沢丸 2 神奈川県

★7 内田 茂雄 ウチダ シゲオ 1,012 1 常進丸 2 神奈川県

★8 鈴木 一樹 スズキ カズキ 858 1 福寿丸 2 神奈川県 湘南クラブ

9 望月 誉広 モチヅキ タカヒロ 1,634 4 日吉丸 3 静岡県 TeamBMT

10 井出 佳伸 イデ ヨシノブ 1,460 3 美沢丸 3 静岡県

11 小林 信夫 コバヤシ ノブオ 824 3 常進丸 3 東京都 BMT SPORTS

12 太田 丈統 オオタ タケノリ 644 1 福寿丸 3 神奈川県

13 柳生 貴弘 ヤギュウ タカヒロ 1,214 3 日吉丸 4 東京都 磯鋭会

14 池角 昭智 イケスミ アキトモ 1,002 2 美沢丸 4 東京都 TeamBMT

15 安井 俊雄 ヤスイ トシオ 750 1 常進丸 4 静岡県

16 中畑 昭広 ナカハタ アキヒロ 396 1 福寿丸 4 神奈川県

17 内田 裕介 ウチダ ユウスケ 1,110 3 日吉丸 5 神奈川県

18 永井 岳治 ナガイ タケハル 882 2 美沢丸 5 神奈川県 末長フィッシングクラブ

19 笹野 真吾 ササノ シンゴ 662 1 常進丸 5 東京都 TeamBMT

20 桑畑 雅洋 クワハタ マサヒロ 366 1 福寿丸 5 静岡県

21 大庭 和也 オオバ カズヤ 994 2 日吉丸 6 東京都

22 高橋 剛 タカハシ ツヨシ 548 1 常進丸 6 東京都

23 上野 勝也 ウエノ カツヤ 488 1 美沢丸 6 神奈川県 磯道楽

24 鈴木 正志 スズキ マサシ 284 1 福寿丸 6 東京都 横浜潮友会

25 遊作 明 ユウサク アキラ 896 2 日吉丸 7 神奈川県 team磯

26 小西 弘晃 コニシ ヒロアキ 528 1 常進丸 7 静岡県 ＤＧ　ＬＵＲＥＳ

27 松下 弘樹 マツシタ ヒロキ 486 1 美沢丸 7 東京都 横浜真ぐれ会

28 楠原 諒 クスハラ リョウ 812 3 日吉丸 8 神奈川県 磯鋭会

29 山影 祐二 ヤマカゲ ユウジ 490 1 常進丸 8 愛知県 極賊会

30 高橋 亮太 タカハシ リョウタ 438 1 美沢丸 8 神奈川県

31 大澤 雄一 オオサワ ユウイチ 762 3 日吉丸 9 東京都

32 鈴木 祐介 スズキ ユウスケ 442 1 常進丸 9 静岡県 チーム磯

33 山木 隆男 ヤマキ タカオ 694 1 日吉丸 10 埼玉県 28会

34 山口 忠臣 ヤマグチ タダオミ 430 1 常進丸 10 静岡県 FT サバル

35 平松 央 ヒラマツ アキラ 628 1 日吉丸 11 静岡県 横浜潮友会

36 野中 一功 ノナカ カズヨシ 542 1 日吉丸 12 神奈川県

37 原 瑠稀也 ハラ ルキヤ 494 2 日吉丸 13 神奈川県 釣術会 嶽本塾

38 松本 誠司 マツモト セイジ 294 1 日吉丸 14 福島県

※敬称略
※コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。
◆順位決定方法（大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました）
※各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました

氏名 フリガナ


