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例会場所 中小屋 袋地沼 砂取沼 北電沼 月形 伊藤沼 花月沼 滝川公園沼 公民館 北光公園沼 なまず沼 鉄板沼
優 勝 者 高杉 山口 石倉 高杉 山口 川島 山口 菊池 菊池 堀川（潤） 高杉 高杉
重 量 0.06 1.38 5.36 7.58 7.80 0.40 0.92 3.56 6.04 1.54 4.02 4.20
例会場所 茨戸湖 袋地沼 菱沼 北電沼 三連湖 月形 砂取沼 花月沼 滝川公園沼 公民館 鉄板沼 第二鉄塔沼

優 勝 者 高杉 山口 山口 堀川（潤） 小原沢 高杉 山口 山口 堀川（顕） 高杉 石倉 山口
重 量 7.25 2.97 4.68 13.72 3.18 15.86 5.35 6.05 4.27 1.81 3.43 4.77
例会場所 茨戸湖 雁里沼 菱沼 北電沼 花月沼 月形 袋地沼 三連湖 滝川公園沼 公民館 砂取沼 鉄板沼
優 勝 者 菊池 山口 星 山口 西森 西森 西森 高杉 高杉 山口 高杉 石倉
重 量 7.60 0.38 8.14 14.11 6.03 12.62 1.13 4.65 7.56 8.56 2.22 2.72
例会場所 茨戸湖 ９丁目 菱沼 北電沼 月形 公民館 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 砂取沼 ふれあい公園沼 鉄板沼
優 勝 者 西森 小原沢 石倉 石倉 高杉 山口 菊池 菊池 高杉 山口 高杉 川島
重 量 10.65 6.06 0.25 20.92 22.45 6.06 5.28 4.79 2.56 4.10 2.58 1.15
例会場所 茨戸湖 ９丁目 三連湖 北電沼 月形 公民館 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 砂取沼 ふれあい公園沼 鉄板沼
優 勝 者 高杉 西森 石倉 高杉 高杉 山口 高杉 高杉 山口 石倉 川島 石倉
重 量 27.74 8.74 2.16 11.44 10.45 10.11 5.47 8.06 2.43 2.76 1.55 2.24
例会場所 茨戸湖 桜岡湖 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 公民館 伊藤沼 北村一円 鉄板沼
優 勝 者 高杉 西森 西森 山口 高杉 日置 日置 日置 高杉 石倉 山口 高杉
重 量 5.28 2.65 8.50 9.24 12.91 10.20 4.78 2.19 4.49 0.41 5.48 1.63
例会場所 茨戸湖 なまず沼 ９丁目 北電沼 月形 北村 花月沼 月形 滝川公園沼 富沢の池 野崎・袋地 開拓記念公園

優 勝 者 日置 高杉 小原沢 西森 高杉 高野 高杉 高野 高野 高野 高杉 高野
重 量 3.63 27.97 18.77 5.20 5.95 6.13 5.89 5.95 3.39 4.30 4.96 2.95
例会場所 茨戸湖 なまず沼 ９丁目 北電沼 月形 北村 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 北光公園沼 砂取沼 開拓記念公園

優 勝 者 山口 山口 高杉 高杉 高杉 石倉 高杉 西森 高野 高杉 高杉 高野
重 量 16.05 15.85 8.16 18.80 14.41 6.42 8.70 6.68 4.42 3.89 2.02 3.16
例会場所 茨戸湖 三連湖 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 伊藤沼 北村 袋地沼 野崎沼
優 勝 者 山口 石倉 石倉 日置 高杉 川島 山口 高野 － 山口 片岡 高杉
重 量 3.33 2.04 13.99 10.32 9.79 3.93 8.48 4.04 0.00 2.46 1.09 3.39
例会場所 茨戸湖 雁里沼 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 菱沼 北村 袋地沼 野崎沼
優 勝 者 川島 石倉 石倉 高杉 高杉 西森 片岡 片岡 片岡 石倉 高杉 石倉
重 量 1.62 4.84 9.93 18.97 10.95 6.72 2.82 2.41 3.36 1.55 0.67 1.00
例会場所 茨戸湖 なまず沼 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 北光公園沼 北村 富沢の堰 鉄板沼
優 勝 者 高杉 高杉 山口 高杉 高杉 高杉 片岡 藤田 川島 高杉 川島 石倉
重 量 14.15 32.57 10.39 7.75 5.22 2.94 3.22 2.73 4.10 2.49 6.81 2.79
例会場所 オアシス沼 なまず沼 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 茨戸湖 北村 富沢の堰 鉄板沼
優 勝 者 西森 高杉 片岡 高杉 高杉 石倉 藤田 高野 高杉 石倉 高杉 片岡
重 量 17.70 24.36 8.50 5.31 9.95 2.28 9.07 2.23 9.72 4.53 5.85 5.93
例会場所 オアシス沼 なまず沼 ９丁目 北電沼 月形 花月沼 浦臼新沼 滝川公園沼 茨戸湖 北村 富沢の堰 鉄板沼
優 勝 者 川島 片岡 高杉 片岡 高杉 藤田 片岡 菊地（弘） 片岡 高杉 高杉 片岡
重 量 0.63 22.47 21.94 3.02 10.02 2.06 7.60 1.39 19.17 3.95 2.69 2.55

115.69 152.28 120.77 146.38 129.11 85.73 68.71 54.73 71.51 42.35 43.37 38.48 1069.11

＊ は各回での最高釣果です。
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第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回 第 ４ 回 第 ５ 回 第 ６ 回 第 ７ 回 第 ８ 回 第 ９ 回 第 １ ０回 第 １ １回 第 １ ２回 合 計

例会場所 オアシス沼 なまず沼 ９丁目 北都沼 北電沼 砂取沼 浦臼新沼 月形 茨戸湖 北村 野崎沼 開拓記念公園

優 勝 者 藤田 川島 片岡 高杉 川島 川島 石倉 高杉 高杉 川島 高杉 石倉
重 量 17.16 19.46 5.90 6.54 5.50 3.88 7.89 4.15 1.43 4.12 3.17 3.21
例会場所 オアシス沼 なまず沼 ９丁目 北都沼 北電沼 砂取沼 浦臼新沼 月形 茨戸湖 北光沼 野崎沼 開拓記念公園

優 勝 者 石倉 高杉 高杉 高杉 菊地（弘） 藤田 菊地（真） 菊地（弘） 石倉 菊地（弘） 高杉 菊地（真）
重 量 11.76 18.34 17.26 6.31 17.05 2.51 5.79 7.56 1.51 3.13 3.35 3.33
例会場所 オアシス沼 茨戸湖 なまず沼 ９丁目 北都沼 北電沼 貞広沼 浦臼新沼 月形 北光沼 野崎沼 開拓記念公園

優 勝 者 川島 菊地（弘） 高杉 高杉 菊地（真） 藤田 藤田 菊地（弘） 高杉 藤田 川島 菊地（真）
重 量 4.22 14.36 17.70 19.89 4.11 13.30 5.19 2.50 5.55 4.20 5.41 2.93
例会場所 茨戸湖 北電沼 なまず沼 ９丁目 北都沼 オアシス沼 三連湖 浦臼新沼 月形 北村 野崎沼 マリア園
優 勝 者 片岡 山口 菊地（真) 菊地(弘） 片岡 オデコ 菊地(弘） 菊地（弘） 高杉 高杉 高杉 藤田
重 量 10.77 2.38 13.00 4.83 8.62 0.00 3.76 11.87 6.82 4.99 3.24 3.10
例会場所 茨戸湖 ９丁目 なまず沼 ９丁目 滝川公園 北電沼 花月沼 浦臼新沼 月形 北村一円 開拓記念公園 マリア園
優 勝 者 高杉 片岡 藤田 菊地(真） 片岡 菊地（弘） 増田 高杉 菊地（弘） 片岡 藤田 藤田
重 量 20.74 1.20 8.08 19.54 9.93 7.60 2.55 4.31 5.04 4.91 9.62 3.80
例会場所 茨戸一円 ｵｱｼｽ沼 ９丁目 なまず沼 滝川公園 北電沼 花月沼 浦臼新沼 月形 北村一円 野崎沼 マリア園
優 勝 者 藤田 藤田 菊地（弘） 西森 高杉 藤田 菊地（弘） 藤田 菊地（弘） 藤田 高杉 菊地（弘）
重 量 11.20 3.35 19.62 16.11 9.58 15.81 3.06 1.85 3.05 3.60 3.30 15.25
例会場所 茨戸一円 ｵｱｼｽ沼 雁里沼 ９丁目 滝川公園 北電沼 なまず沼 浦臼新沼 月形 北村一円 砂取沼 マリア園
優 勝 者 菊地(弘) 片岡 菊地(真) 菊地(弘） 高杉 藤田 菊地(真) 高杉 片岡 高杉 高杉 高杉
重 量 18.62 5.80 3.37 13.39 3.48 21.63 9.99 6.97 1.93 4.87 3.26 8.40
例会場所 茨戸一円 ｵｱｼｽ沼 なまず沼 ９丁目 北電沼 滝川公園沼 浦臼新沼 北村 花月沼 月形 篠津湖 マリア園
優 勝 者 菊地(弘) 菊地（真） 菊地（弘） 藤田 山口 菊地(弘) 菊地(弘) 高杉 片岡 片岡 高杉 藤田
重 量 12.81 8.16 26.13 6.62 27.24 7.02 3.17 5.33 2.57 4.76 0.22 5.95
例会場所 茨戸一円 ｵｱｼｽ沼 滝川公園 ９丁目 北電沼 篠津湖 浦臼新沼 月形 茨戸一円 北村一円 野崎沼 マリア園
優 勝 者 高杉 高杉 高杉 藤田 藤田 高杉 高杉 小林 増田 藤田 菊地(真) 藤田
重 量 7.81 0.80 10.67 7.15 9.54 3.12 3.31 3.22 2.76 6.11 3.94 9.22
例会場所 茨戸一円 ｵｱｼｽ沼 野崎沼 ９丁目 北電沼 篠津湖 浦臼新沼 月形 滝川公園 北村一円 北光公園 中津湖
優 勝 者 松澤 松澤 高杉 片岡 高杉 藤田 小林 小林 中止 菊地 藤田 高杉
重 量 7.33 5.30 9.65 8.18 10.28 1.41 4.18 9.95 0.00 2.85 13.37 9.67
例会場所 オアシス沼 茨戸一円 野崎沼 美唄菱沼 北電沼 中津湖 浦臼新沼 月形 滝川公園 北村一円 北光公園 開拓記念公園

優 勝 者 辻村 藤田 松澤 高杉 高杉 坂井 増田 高杉 高杉 松澤 松澤 高杉
重 量 9.56 4.86 15.52 12.73 16.20 3.98 7.54 2.23 3.36 5.90 1.01 2.96
例会場所
優 勝 者
重 量
例会場所
優 勝 者
重 量

131.98 84.01 146.90 121.29 121.53 80.26 56.43 59.94 34.02 49.44 49.89 67.82 1003.51

＊ は各回での最高釣果です。

合計

令和元年 85.85

令和２年 0.00

平成２９年 67.65

平成３０年 82.17

令和３年 0.00

平成２６年 105.78

平成２７年 101.71

平成２８年 109.98

平成２３年 99.36
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平成２５年 97.32

平成２１年 82.41

平成２２年 97.90

新べらクラブ　例会優勝者成績一覧表　（平成２１年から令和３年まで）

年 度


