
審査集計表 クエ・ハタ類

順位 寸法 魚名 氏名 県名 釣場 釣り日

1 130.0 クエ 岡林　土佐男 高知県 小才角一ゲハエ 8月11日

2 120.5 クエ 白川　貴久 香川県 佐賀港東の一番 10月14日

3 118.0 クエ 桑村　保弘 香川県 沖ノ島ムロバエ 5月4日

4 114.2 クエ 川田　洋一 徳島県 柏島グンカン 12月1日

5 113.6 クエ 小田　智章 香川県 柏島アンパン 8月13日

6 100以下 クエ 小田　智章 香川県 柏島クメナカセ 1月1日

7 〃 クエ 桑村　保弘 香川県 沖ノ島ムロバエ 10月14日

8 〃 クエ 植田　　正 香川県 柏島グンカン 2月11日

9 〃 クエ 植田　　正 香川県 沖ノ島ノコバエ 10月14日

10 〃 クエ 岡　　晴雄（退会） 香川県 柏島クメナカセ

11 〃 クエ 岡　　晴雄（退会） 香川県 柏島アンパン

H25年度四国九絵勇心会成績表

※上位3名を表彰します。１００ｃｍ以上の釣果者に敢闘賞としてオーナー鈎50号を1箱を進呈。備考



審査集計表 クエ・ハタ類 H26・12・31現在

順位 寸法 魚名 氏名 県名 釣場 釣り日

1 129.0 クエ 和田　光司 高知県 鵜来マルサゲ 6月29日

2 116.0 クエ 川田　洋一 徳島県 クメナカセ 10月18日

3 111.0 クエ 大石　尚生 徳島県 アンパン 12月26日

4 111.0 クエ 小田　智章 香川県 クメナカセ 12月30日

5 110.7 クエ 植田　　正 香川県 沖ノ島ムロバエ 7月19日

6 110.3 クエ 和田　光司 高知県 鵜来マルサゲ 7月26日

7 107.0 クエ 植田　　正 香川県 鵜来グンカン 6月1日

8 98.0 クエ 中野　吾郎 徳島県 鵜来マルサゲ 6月1日

9 93.0 クエ 中野　吾郎 徳島県 クメナカセ 11月15日

10 93.0 クエ 中野　吾郎 徳島県 グンカン 11月22日

11 92.0 クエ 川田　洋一 徳島県 鵜来西のハナ 5月31日

12 84.0 クエ 和田　光司 高知県 鵜来マルサゲ 7月26日

13 82.0 クエ 川田　洋一 徳島県 東のハナ 11月15日

14 80.7 クエ 岡林　土佐男 高知県 小才角ツナカケ 5月22日

15 80.0 クエ 植田　　正 香川県 アンパン 11月23日

16 80.0 クエ 岡林　土佐男 高知県 佐賀一文字 11月21日
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H２６年度四国九絵勇心会成績表

表彰は、優勝３０，０００円　・　２位２０，０００円　・　３位１０，０００円　の賞金制です。備考



審査集計表 クエ・ハタ類 H.27.12.末締め

順位 寸法 魚名 氏名 県名 釣場 釣り日

1 145.8 クエ 川田　洋一 徳島県 鵜来マルサゲ 5月2日

2 138.0 クエ 富田　利次 兵庫県 鵜来グンカン 9月21日

3 123.6 クエ 秋山　　登 香川県 沖ノ島ノコ3番 10月11日

4 110.0 クエ 川田　洋一 徳島県 柏島クメナカセ 11月15日

5 102.0 クエ 川田　洋一 徳島県 鵜来マルサゲ 12月13日

6 100.0 クエ 秋山　　登 香川県 沖ノ島カガリバ 12月13日

7 94.2 クエ 川村  昌史 高知県 柏島アンパン 11月15日

8 92.5 クエ 谷渕　　功 高知県 柏島アンパン 6月27日

9 90.0 クエ 秋山　　登 香川県 鵜来グンカン 9月20日

10 86.0 クエ 白川　貴久 香川県 沖ノ島ヒトツバエ 5月24日

11 81.5 クエ 岡林　土佐男 高知県 小才角イチガハエ 3月14日

12 77.7 クエ 小田  智章 香川県 柏島アンパン 11月15日
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H２７年度四国九絵勇心会成績表

※上位3名を表彰します。１００ｃｍ以上の釣果者に敢闘賞としてオーナー鈎50号を1箱を進呈。備考



審査集計表 クエ・ハタ類 H..現在

順位 寸法 魚名 氏名 県名 釣場 釣り日

1 88.4 クエ 川村　昌史 高知県 鵜来マルサゲ 1月2日

2 75.0 クエ 中野　吾郎 徳島県 栢島クメナカセ
5月12日
20時40分

3 80.0 クエ 岡林　土佐男 高知県 小才角イチガハエ 5月15日

4 88.0 クエ 岡林　土佐男 高知県 小才角ツナカケ
㋆15日
AM10：00

5 125.0 クエ 大石　尚生 徳島県 鵜来グンカン
7月18日
AM1：30

6 クエ

7 クエ

8 クエ

9 クエ

10 クエ

11 クエ

H２８年度四国九絵勇心会成績表

※上位3名を表彰します。１００ｃｍ以上の釣果者に敢闘賞としてオーナー鈎50号を1箱を進呈。備考


