
●本賞の部（対象魚：アジ、イワシ、サバ、カレイ、アイナメ、ガシラ、ベラ／上位3家族表彰）

順位 �ファミリー名 ��住所 ��魚種� サイズ

1位 ��是枝ファミリー ��和歌山県和歌山市 ��ガシラ 23．1センチ

2位 ��三浦ファミリー ��神戸市灘区 ��ガシラ 22．7センチ

3位 ��松尾（哲）ファミリー ��大阪市城東区 ��ガシラ 22．6センチ

4位 ��和田ファミリー ��奈良県橿原市 ��ガシラ 22．5センチ

5位 ��上口ファミリー ��大阪府吹田市 ��マサバ 21．9センチ

6位 ��中本ファミリー ��大阪府豊中市 ��ガシラ 21．0センチ

7位 ��市村ファミリー ��大阪市住之江区 ��イソベラ 20．4センチ

8位   田中（康）ファミリー ��大阪府忠岡町 ��ガシラ 20．2センチ

9位 ��大西ファミリー ��兵庫県明石市 ��キュウセンベラ 18．9センチ

10位 ��大谷ファミリー ��大阪市西淀川区 ��ガシラ 18．7センチ

11位 ��山賀ファミリー ��大阪市此花区 ��ガシラ 18．4センチ

12位 ��藤川ファミリー ��大阪府柏原市 ��ガシラ 18．3センチ

13位 ��生田ファミリー ��兵庫県尼崎市 ��ガシラ 18．0センチ

14位 ��住友ファミリー ��大阪市浪速区 ��キュウセンベラ 17．5センチ

15位 ��岡田ファミリー ��京都府精華町 ��ガシラ 17．3センチ

16位 ��臼井ファミリー ��大阪市淀川区 ��マイワシ 17．1センチ

17位 ��池田ファミリー ��大阪市浪速区 ��イソベラ 16．9センチ

18位 ��正崎ファミリー ��兵庫県明石市 ��マイワシ 16．9センチ

19位 ��山崎（琢）ファミリー ��兵庫県猪名川町 ��マイワシ 16．8センチ

20位 ��島ファミリー ��大阪府吹田市 ��キュウセンベラ 16．6センチ

21位 ��磯野ファミリー ��大阪市旭区 ��ガシラ 16．6センチ

22位 ��土井ファミリー ��大阪府茨木市 ��ガシラ 16．5センチ

23位 ��滝川ファミリー ��大阪市東成区 ��キュウセンベラ 16．5センチ

24位 ��日高ファミリー ��大阪府茨木市 ��マイワシ 16．1センチ

25位 ��長尾ファミリー ��大阪市西淀川区 ��ガシラ 16．0センチ

26位 ��青木ファミリー ��岐阜県安八町城 ��イソベラ 15．9センチ

27位 ��新居ファミリー ��兵庫県尼崎市 ��マサバ 15．7センチ

28位 ��中山ファミリー ��兵庫県尼崎市 ��ガシラ 15．3センチ

29位 ��阿部ファミリー ��神戸市須磨区 ��キュウセンベラ 15．0センチ

30位 ��中塚ファミリー ��兵庫県加古川市 ��マサバ 15．0センチ

31位 ��田中（正）ファミリー ��大阪府大東市 ��マサバ 14．6センチ

32位 ��加東ファミリー ��大阪市城東区 ��マイワシ 14．6センチ

33位 ��山田ファミリー ��京都府八幡市 ��イソベラ 14．5センチ

34位 ��久保田ファミリー ��大阪府寝屋川市 ��ガシラ 14．4センチ

35位 ��藤屋ファミリー ��大阪市住之江区 ��ガシラ 13．8センチ

36位 ��長尾ファミリー ��大阪市西淀川区 ��ガシラ 13．3センチ

37位 ��松岡ファミリー ��大阪府寝屋川市 ��マアジ 12．0センチ

38位 ��高木ファミリー ��大阪市鶴見区 ��マアジ 10．2センチ

39位 ��清水ファミリー ��兵庫県尼崎市 ��マアジ 9．5センチ

40位 ��木曽ファミリー ��大阪府吹田市 ��イワシ 8．6センチ

41位 ��林ファミリー ��大阪府東大阪市 ��マアジ 8．5センチ

42位 ��平澤ファミリー ��大阪府大阪市 ��ガシラ 8．4センチ

43位 ��大下ファミリー ��神戸市北区 ��ガシラ 7．4センチ

44位 ��大門ファミリー ��大阪市福島区 ��ガシラ 7．0センチ
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●他魚の部（本賞の部の対象魚以外／1位のみ大物賞として表彰）

順位 �ファミリー名 ��住所 ��魚種� サイズ

1位 ��浦西ファミリー ��大阪府東大阪市 ��ウマヅラハギ 35．5センチ

2位 ��森ファミリー ��大阪府寝屋川市 ツバス（ブリの幼魚） 28．2センチ

3位 ��山崎（高）ファミリー ��兵庫県姫路市 ��サヨリ 27．2センチ

4位 ��材井ファミリー ��大阪市阿倍野区 ��グレ 24．1センチ

5位 ��田岡ファミリー ��大阪府富田林市 ��ショウサイフグ 21．0センチ

6位 ��河端ファミリー ��大阪府豊中市 ��メバル 18．2センチ

7位 ��東ファミリー ��大阪府豊中市 ��ショウサイフグ 17．8センチ

8位 ��中原ファミリー ��兵庫県明石市 ��メバル 15．9センチ

9位 ��丹蔵ファミリー ��兵庫県尼崎市 ��スズメダイ 14．7センチ

10位 ��阪本ファミリー ��神戸市西区 ��スズメダイ 14．0センチ

11位 ��西坂ファミリー ��大阪府箕面市 ��スズメダイ 13．7センチ

12位 ��中家ファミリー ��大阪府守口市 ��スズメダイ 12．0センチ

13位 ��松尾（太）ファミリー     兵庫県加西市 ��スズメダイ 7．9センチ

14位 ��柳ファミリー ��神戸市須磨区 ��マダイ 6．7センチ

●ブービー賞（検寸2番目に小さい魚）

順位 �ファミリー名 ��住所 ��魚種� サイズ

1位 �大門ファミリー ��大阪市福島区 ��ガシラ 7．0センチ

＊魚のサイズが同じ場合は検寸の先着順で順位をつけています。






