
予選通過船 氏名 愛用ロッド（上段メイン／下段サブ） 愛用リール（上段メイン／下段サブ） 愛用テンヤ

シ ー ド　　　　　

（2015 年度優勝）
福岡隆男 LC ＋ S 船太刀魚 230（櫻井釣漁具） シーボーグ 200J（ダイワ） タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）／極テンヤ（ハヤ

ブサ×魚矢）金剛太刀魚竿 1.85 ｍ（櫻井釣漁具） シーボーグ 150J（ダイワ）

魚英 吉川元浩 極鋭ゲーム 73MH-193AGS（ダイワ） シーボーグ 300J（ダイワ） 猛光太刀魚テンヤ船（ヤマシタ）

極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） シーボーグ 150J（ダイワ）

河合釣船 辻康雄 メタリアタチウオテンヤ SP190（ダイワ） 電動丸 400C（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光／ホロフラッシュ＆ケ

イムラフック（ハヤブサ）／タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）
リアランサータチウオ 91H185（シマノ） 〃

仙正丸 植原由樹 極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） シーボーグ 200J（ダイワ） 極テンヤ（ハヤブサ×魚矢）／タチ魚リアルヘッド（ヨー

ヅリ）／船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッ

シュ＆ケイムラフック（ハヤブサ）
メタリアタチウオ MH225（ダイワ） シーボーグ 300J（ダイワ）

伊東俊二 タチウオ X210（ダイワ） レオブリッツ 150J（ダイワ） タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）／船太刀魚テンヤ

ベーシックシングル夜光（ハヤブサ）

ＤＡＩＹＵＭＡＲＵ 田井地かすみ エアスティック伝衛門丸 64 調子 205Ⅱ（タカミヤ） プレイズ 400（シマノ） 猛光太刀魚テンヤ船（ヤマシタ）

藤原孝義 がま船タチウオテンヤスペシャル極先調子 180（がまかつ） レオブリッツ 150（ダイワ） タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）／船太刀魚テンヤ

ベーシックシングル夜光（ハヤブサ）リーディング XL タチウオ 195（ダイワ） シーボーグ 150S（ダイワ）

釣人家 久保徳章 ライトゲーム SS モデラート TYPE73H225（シマノ） ライトゲーム X ICV 200 Ｈ（ダイワ） 船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッシュ＆ケイムラ

フック（ハヤブサ）／極テンヤ・紫ラメ（ハヤブサ×魚矢）
ライトゲーム CI ４モデラート TYPE64M235（シマノ） ソルティガ 230（ダイワ）

鎌田義 バイオインパクト X タチウオ 82 － 190（シマノ） フォースマスター 800（シマノ） アンチョビドラゴンテンヤ・パープル＆グロー

（ジャッカル）／猛光太刀魚テンヤ船（ヤマシタ）極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） シーボーグ 300MJ( ダイワ）

北川喜則 バイオインパクト X タチウオ 82 － 190（シマノ） フォースマスター 401DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光（ハヤブ

サ）

うみづり家 杉本正人 バイオインパクト X タチウオ 82 － 190（シマノ） フォースマスター 400DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光／ホロフ

ラッシュ＆ケイムラフック（ハヤブサ）フォースマスター 800（シマノ）

櫻井亮太 極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） リョウガ BJ　C2025PE － SHL（ダイワ） 猛光太刀魚テンヤ船（ヤマシタ）

タチウオ X180（ダイワ） アンバサダー 4601C（アブガルシア）

釣船武蔵 山村祐子 オーシャンセンサー 64（クレイジーオーシャン） フォースマスター 401（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッ

シュ＆ケイムラフック（ハヤブサ）オーシャンセンサー 67S（クレイジーオーシャン）

浅見巧 ハイパーブレード 201（アルファタックル） ソルティガ 35NH（ダイワ） 特になし

チャンネルマーク 80 － 270（がまかつ） オシアジガー 1000HG（シマノ）

上丸 奥代涼介 極鋭タチウオテンヤ SP170AGS（ダイワ） シーボーグ 200J-DH（ダイワ） 極テンヤ（ハヤブサ×魚矢）／猛光太刀魚テンヤ船（ヤ

マシタ）／タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）
リアランサータチウオ MH195（シマノ） シーボーグ 300J（ダイワ）

湊丸 立野義昭 極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） フォースマスター 301DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッシュ＆ケイムラ

フック（ハヤブサ）／極テンヤ（ハヤブサ×魚矢）
メタリアタチウオテンヤ SP190（ダイワ） フォースマスター 401DH（シマノ）

北村明生 極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） フォースマスター 1000MK（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光（ハヤブ

サ）極鋭タチウオテンヤ SP170AGS（ダイワ） フォースマスター 800（シマノ）

菊池雄一 バイオインパクト X タチウオ 82 － 190（シマノ） フォースマスター 400DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光／ホロフ

ラッシュ＆ケイムラフック（ハヤブサ）極鋭タチウオテンヤ SP170AGS（ダイワ） シーボーグ 200J（ダイワ）

八千代丸 福澤英樹 極鋭ギア MH-270（ダイワ） ハイパータナコン 400F（ダイワ） タチ魚リアルヘッド（ヨーヅリ）

春日丸 山本和人 ベイゲーム X タチウオ 91H185（シマノ） フォースマスター 401DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッ

シュ＆ケイムラフック（ハヤブサ）リアランサータチウオ 91H185（シマノ） フォースマスター 800（シマノ）

西村豪太 極鋭タチウオテンヤ SP170AGS（ダイワ） シーボーグ 150J-DH-L（ダイワ） オリジナルテンヤ

極鋭タチウオテンヤ SP197AGS（ダイワ） シーボーグ 150J － L（ダイワ）

三邦丸 中嶋康之 メタリアタチウオテンヤ SP190（ダイワ） フォースマスター 401（シマノ） 極テンヤ（ハヤブサ×魚矢）／タチ魚リアルヘッド

（ヨーヅリ）リーディング 82MH-160MT（ダイワ） ソルティーステージレボ LJ-3（アブガルシア）

鶴海貴士 極鋭タチウオテンヤ SP170AGS（ダイワ） シーボーグ 200J（ダイワ） 船太刀魚テンヤベーシックシングルホロフラッシュ＆ケイムラ

フック（ハヤブサ）／猛光太刀魚テンヤ船（ヤマシタ）
メタリアタチウオ 195（ダイワ） レオブリッツ 150J（ダイワ）

峯上幸司 ライトゲーム SS　TYPE82H190（シマノ） バルケッタ BB301HG（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光（ハヤブ

サ）リアランサータチウオ 91H185（シマノ） 〃

河崎健次 リアランサータチウオ 82MH195（シマノ） フォースマスター 401DH（シマノ） 船太刀魚テンヤベーシックシングル夜光（ハヤブ

サ）リアランサータチウオ 82H190（シマノ）

ファイナリスト25 全タックルデータ
予選、セミファイナルの激戦を勝ち抜いたツワモノたちの『相棒』を一挙大公開!!


