
ダイワキスマスターズ２０２２　千葉１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) 住所 所属クラブ

1 山川 大輔 ヤマカワ ダイスケ 168 B 1 東京都

★2 田中 博之 タナカ ヒロユキ 145 B 8 千葉県 プラスワンサーフ

★3 高橋 竜也 タカハシ タツヤ 139 B 16 神奈川県 三栄舎

★4 吉田 好子 ヨシダ ヨシコ 131 B 6 千葉県

★5 向後 博章 コウゴ ヒロアキ 125 W 13 千葉県 一竿風月

★6 勝田 宏一 カツタ コウイチ 120 B 18 東京都 プラスワンサーフ

★7 出下 幸大 イデシタ ユキヒロ 106 B 23 東京都 マスターズサーフ

8 石亀 純子 イシカメ ジュンコ 100 W 10 千葉県 マスターズサーフ

9 笹川 優太 ササガワ ユウタ 98 B 14 東京都 Team KISU- LABO

10 三代川 君江 ミヨカワ キミエ 98 W 22 千葉県 プラスワンサーフ

11 中村 大成 ナカムラ タイセイ 96 B 12 新潟県 柏崎サーフ

12 山﨑 隆司 ヤマザキ タカシ 94 W 6 千葉県 マスターズサ－フ

13 石田 正朋 イシダ マサトモ 91 B 22 神奈川県 神奈川投友会

14 大森 浩 オオモリ ヒロシ 85 W 5 東京都 一竿風月

15 長沢 則彦 ナガサワ ノリヒコ 81 B 10 千葉県 チーム　フロート　フリーカーズ・一竿風月

16 清水 幸男 シミズ ユキオ 80 W 17 埼玉県

17 田中 英之 タナカ ヒデユキ 76 W 1 神奈川県 茅ヶ崎サーフキャスティングクラブ

18 吉田 浩樹 ヨシダ ヒロキ 74 W 14 千葉県

19 植木 史雄 ウエキ フミオ 73 W 24 埼玉県 キスラボ

20 関根 憲史 セキネ ケンジ 65 W 25 埼玉県 プラスワンサーフ

21 野村 岳雄 ノムラ タケオ 58 B 19 千葉県 マスターズサーフ

22 秋場 堅太 アキバ ケンタ 52 W 4 埼玉県

23 大知 哲朗 オオチ テツオ 51 B 13 東京都 マスターズサーフキャスティングクラブ

24 中川原 潤 ナカガワラ ジュン 45 B 9 東京都

25 露木 浩之 ツユキ ヒロユキ 42 W 16 千葉県

26 石亀 明夫 イシカメ アキオ 41 B 7 千葉県 マスターズサーフ

27 飛田 秀雄 トビタ ヒデオ 34 B 3 茨城県

28 奥泉 徹 オクイズミ トオル 32 W 11 千葉県 平和島釣無会

29 鷲尾 義明 ワシオ ヨシアキ 28 W 7 千葉県

30 佐藤 晃弘 サトウ アキヒロ 24 B 15 千葉県

31 高堀 克彦 タカホリ カツヒコ 23 W 23 茨城県

32 齋藤 忠正 サイトウ タダマサ 23 W 26 神奈川県

33 大知 鼓太郎 オオチ コタロウ 16 W 21 東京都 マスターズサーフキャスティングクラブ

34 三代川 洋一郎 ミヨカワ ヨウイチロウ 14 W 2 千葉県 プラスワンサーフ

35 河合 英典 カワイ ヒデノリ 7 W 20 神奈川県 三栄舎

※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）

※ブロック大会への出場選手数は参加人数の１２％です。

　（尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります）

※１位の選手がブロック大会出場権を辞退したため次点の選手が繰上げとなりました。

※ワッペンNo.の”B”　”W”は整列のため便宜上つけさせていただきました。グループ表記ではありません。

氏名 フリガナ ワッペン№


