
登録遊漁船業者一覧表【令和４年3月末現在】

登録番号 営業所名称 営業所住所

1002 有限会社河合水産 兵庫県神戸市垂水区南多聞台１丁目９番Ｂ－１１１２号

1007 青木　登　青木　利弘 兵庫県神戸市垂水区平磯２丁目５番１３号

1009 松下　和士 兵庫県神戸市垂水区平磯３丁目２番４号

1012 有馬　政文 兵庫県神戸市垂水区平磯４丁目１番１５号

1021 松下　一義 兵庫県神戸市垂水区海岸通１番１８号

1024 桝井　昭 兵庫県神戸市垂水区海岸通４番３７号

1026 久保渡船 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目83

1028 いわい渡船 尼崎市南武庫之荘3丁目6番22-702

1032 MARK-1 兵庫県西宮市西宮浜１－４６

1034 加島渡船店 兵庫県神戸市中央区真砂通２丁目１番７号

1037 岡田　英孝 兵庫県神戸市須磨区南町２丁目５番２８号

1038 岡田　八郎 兵庫県神戸市須磨区若木町３丁目７番１号

1040 福田　純二 兵庫県神戸市須磨区行幸町１丁目4-20-902

1041 岡　耕一郎 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通２丁目３番２６号ビバリーハウス７０３号

1049 森　栄司 兵庫県神戸市垂水区宮本町2番23号

1051 信川　勤 兵庫県神戸市垂水区平磯４丁目２番１３号

1052 岡田　耕治 兵庫県神戸市垂水区平磯１丁目１番２９号

1053 松下　豊 兵庫県神戸市垂水区海岸通5-42-301コージスクエア垂水海岸通

1060 原田　和弘 兵庫県神戸市垂水区西舞子4丁目25-1-104

1064 松下　哲也 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目3番16号

1072 神戸渡船 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目4-25

1073 フライショップユーズリバー 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目7-3-202

1087 西村　雅人 兵庫県神戸市垂水区塩屋町１丁目４番９号

1088 西村　精作 兵庫県神戸市垂水区塩屋町３丁目１２番２２号

1091 澤井剣 兵庫県神戸市長田区片山町3-5-13

1095 大窪利弥 兵庫県神戸市垂水区平磯３丁目3-16

1102 フラットウエーブ 兵庫県芦屋市伊勢町７－２７

1103 青木　哲 兵庫県西宮市門戸荘18-68-304

1106 本庄渡船 兵庫県神戸市東灘区深江南町４-３

1111 辻　久信 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町2丁目2-38-1

1115 今﨑　元基 兵庫県神戸市須磨区友が丘8丁目67番地

1117 武庫川渡船 兵庫県尼崎市平左衛門町66

1120 フルコンタクト 兵庫県西宮市西宮浜1-46

1121 谷一渡船 兵庫県神戸市西区月が丘３丁目９－１２

1122 釣人家 兵庫県西宮市今津西浜町2番16号

1123 芦屋福丸水産 兵庫県神戸市東灘区深江浜町5番

1124 釣船長野 兵庫県神戸市須磨区古川町3丁目3-10-701

1129 トップ・ファイター 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目2-14

1131 西澤　正一 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目1番2-504号

1132 つり船木田 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町2-30

1133 髙見　佳克 兵庫県神戸市西区上新地2丁目13-10

1135 釣人家忠岡店 兵庫県西宮市今津西町2-16

1136 海豚 兵庫県神戸市北区山田町小部字向井30番地

1138 神戸松村渡船 兵庫県神戸市東灘区深江南町1-2-50　203

1139 若潮丸 兵庫県神戸市須磨区車字菅野池1351-3-913号

1140 華蓮 兵庫県神戸市長田区御蔵通2丁目13-1ウイング神戸1107号

1143 ウミズキ 兵庫県西宮市高木西町3-3-202

1144 安芸 兵庫県神戸市垂水区歌敷山１丁目8-11

1146 釣船やまもと 兵庫県神戸市中央区花隈町3-34-1102
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1147 汽船ユキヤス 兵庫県神戸市灘区大石南町3-4-17-201

1148 釣船KAIYU5 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目7番12号

1149 釣船FUJIE 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目31

1151 スズヤ　近藤利光 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目22-13

1152 荒木秀典 兵庫県神戸市北区有馬町1229-2-1002号

1154 小川　壽 兵庫県神戸市兵庫区門口町5-5

1155 SEA　TURTLE 兵庫県神戸市兵庫区金平町2-1-34

1157 ライズ（RISE） 兵庫県神戸市灘区灘南通１丁目1-14メゾンSANO201

1158 釣船栄宏丸 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目4番16号

1159 SATOKUNI丸 兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目4-26-203

1160 流離丸 兵庫県神戸市北区北五葉6丁目5-1

1161 松﨑　友彦 兵庫県神戸市東灘区深江浜町124-406

1162 源平 兵庫県神戸市長田区長田天神町2丁目７－４

1163 株式会社dept 兵庫県西宮市本町5-6

1164 平井大輔 兵庫県神戸市垂水区平磯３丁目７番10-202号

1165 ㈱ミノルサービス 兵庫県神戸市東灘区御影本町七丁目６番８号

1167 西野渡船 兵庫県伊丹市中央３丁目２番５号ICB伊丹中央ビル501号

1169 近藤修 神戸市西区王塚台１丁目６０番地の12

1170 FXF 兵庫県西宮市上ケ原山田町4-104

1171 フィッシングボートランボー 伊丹市御願塚５丁目2-22

1172 有限会社川崎商会神戸ハーバーマリーナ 神戸市兵庫区遠矢浜町5-37

1173 渡船　須磨丸 神戸市須磨区若宮町1丁目1番4号

1174 株式会社関通 神戸市中央区小野浜町６番４０

1175 Deka-Gaｍe 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬812番地の6　1-1112

1176 エリート１９ 兵庫県神戸市長田区日吉町３丁目１番１号

1177 齊藤大輔 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目2-5ﾌｪｱﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ103

1178 原田大介 兵庫県神戸市垂水区西舞子４丁目２５番1-104号

1179 釣り船嶋丸 兵庫県神戸市垂水区小束山３丁目4-7

1180 WAVYS 兵庫県神戸市垂水区日向1-6-1-1307

1181 西野渡船 兵庫県伊丹市中央３丁目２番５号ICB伊丹中央ビル501号

1182 釣り船北迫 兵庫県宝塚市小林５丁目4-31-401

1183 明石恵比寿丸 兵庫県神戸市西区前開南町2-8-12

1184 合同会社吉次郎 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡2406番地

1185 ㈱ベアーフィールド 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町23-11

1186 斎藤釣渡船 兵庫県尼崎市丸島町２番地

1187 ツカサ 兵庫県神戸市西区玉津町今津135-4

1188 河内渡船店 兵庫県神戸市中央区東川崎町６丁目６の１１

1189 マツケンガイドサービス 兵庫県神戸市垂水区向陽二丁目6番26 パレス向陽201号

1190 MACCO株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目3-1

1191 安井乗合船　安井水産　邦栄丸 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目1-2-303

1192 株式会社　天龍建設工業 兵庫県神戸市兵庫区新開地一丁目1番12号

1193 LOTUSガイドサービス 兵庫県神戸市灘区下河原通3-2-14-1F

1194 マリンインフォメーション 兵庫県神戸市兵庫区中之島2丁目1番1

2008 橋本　幹也 兵庫県明石市大久保町江井島８１４－７

2016 中島 兵庫県明石市林3丁目3番32号

2019 木本 兵庫県明石市林3丁目1番13号

2020 釣船　今井 兵庫県明石市材木町１０－２５－５０４

2026 釣船　魚英 兵庫県明石市港町21番5号

2028 丸松乗合船 兵庫県明石市岬町地先
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2034 松本　久進 兵庫県明石市二見町西二見８１３－３

2036 木村　定幸 兵庫県明石市二見町東二見488-1-2-503

2041 畑丸 兵庫県明石市大蔵町１３－１１

2043 第一丸 兵庫県明石市相生町１丁目１－５

2044 東田丸 兵庫県明石市本町１丁目１－７

2048 岩嗣丸 兵庫県明石市相生町１丁目８－１５

2052 魚谷　関男 兵庫県明石市港町26番6号

2054 つりぶねかどの　 兵庫県加古郡播磨町南大中3-5-30

2058 川崎　十九男 兵庫県加古川市別府町元町123番地

2059 川崎　捨男 兵庫県加古川市別府町元町136番地

2063 有限会社　西海丸 兵庫県明石市二見町東二見２０１９

2064 岩澤　八郎 兵庫県明石市二見町東二見１６３３

2065 岩澤　俊郎 兵庫県明石市二見町東二見２０１７－８

2067 近藤　博昭 兵庫県明石市二見町東二見２０１８番地の２

2078 橘　功 兵庫県明石市大久保町江井島５９７－２０

2081 橘　寿彦 兵庫県明石市大久保町江井島４８６

2082 橘　隆幸 兵庫県明石市大久保町西島１０９８－５

2084 大濵　義平 兵庫県加古川市尾上町池田８３－１大濵ビル１０１

2094 植田　龍一 兵庫県加古川市尾上町池田303-1

2098 小松乗合船 兵庫県明石市林3丁目19-26

2104 大西　孝典 兵庫県加古郡播磨町本荘2-2-7

2109 山田　淳一 兵庫県加古川市尾上町池田1818-11

2111 明石釣り船　マツタニ 兵庫県明石市岬町３－１１

2112 濱中千代勝 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２８６－１４

2115 播磨さくら丸 兵庫県加古郡播磨町東野添2-6-33

2116 株式会社三政商事 兵庫県加東市山国５７４番地１７１

2118 中川和人 兵庫県加古川市野口町良野７６２－１

2119 有限会社　名田屋 兵庫県明石市港町28番11号

2120 ツチセー株式会社 兵庫県明石市相生町二丁目５番５号

2121 浜栄丸 兵庫県高砂市荒井町千鳥2丁目8-18

2122 前田　宏 兵庫県加古川市野口町二屋158-5

2123 西原　克郎 兵庫県加古川市別府町東町149-1

2126 佐々木　聡 兵庫県加古川市別府町新野辺北町2丁目173

2127 津田　基光 兵庫県加古川市尾上町養田345-14

2128 空　英樹 兵庫県加古郡播磨町宮北１丁目13-9

2129 村由丸 兵庫県明石市林1丁目12-12

2130 入江　貞夫 兵庫県加古川市加古川町西河原76-3

2132 平郡　和茂 兵庫県加古郡播磨町本荘2-12-14

2133 佐々木幸一 兵庫県三木市緑が丘町西1丁目2-17

2137 Be－SMILE 兵庫県明石市立石2-1-34-25

2138 釣り船　福丸 兵庫県高砂市米田団地5-407

2140 加嶋道夫 兵庫県高砂市荒井町若宮町10番16号

2141 愁輝丸 兵庫県明石市大観町17－5

2143 昴 兵庫県明石市魚住町清水1561-26

2144 釣船岡田 兵庫県加古川市加古川町大野1282

2145 海蓮丸 兵庫県明石市港町30番12号

2146 角田　成司 兵庫県加古川市尾上町長田517-197

2148 阪本　隆彦 兵庫県明石市大久保町江井島405

2149 神孝丸 兵庫県高砂市曽根町2270-4
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2150 オフショア海猿 兵庫県神戸市須磨区菅の台５丁目５番地８号棟304号

2152 加賀　弘之 兵庫県高砂市曽根町2383-2

2153 竹本　剛 兵庫県明石市魚住町中尾89-1

2154 明石丸 兵庫県明石市岬町11番6号

2155 岩井宏 兵庫県加古川市平岡町八反田117の4 ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ加古川V801号

2156 小林佳道 兵庫県加古川市野口町長砂127-5

2157 幸田尚 兵庫県加古川市野口町古大内332-32

2158 高砂屋 加古郡播磨町東本荘3-2-6

2159 山口隆三 加古川市野口町坂井171番地の11

2160 岩澤寿計 明石市二見町東二見1604

2162 角田釣船 明石市港町23-15

2163 宇野克俊 加古川市尾上町長田397-8

2164 藤阪智彦 加古川市別府町新野辺北町7丁目22-2コーポ720-6

2165 長尾幸雄 加古川市尾上町口里495-47

2167 西尾慎剛 明石市二見町東二見1513番地

2168 鹿之瀬 明石市港町29番1１号

2169 釣船　福三郎 明石市港町５番４号

2170 釣船鍵庄 明石市岬町5-5

2171 竹田圭輔 兵庫県加古川市尾上町口里601-5

2172 西海誠晃 明石市二見町東二見918-16

2173 中村　保博 明石市魚住町西岡1863-8

2174 島虎丸 明石市松が丘5丁目23番26号

2175 村由丸 明石市林2丁目4-19

2176 仲西将洋 明石市大久保町江井ヶ島474-2

2177 草部俊美 兵庫県加古郡播磨町本荘2-13-8

2178 明石フィッシングガイドサービス　トミー 兵庫県明石市王子2-12-3　203号

2179 髙橋和彦 兵庫県加古川市尾上町池田1967

2180 入江康弘 兵庫県加古川市別府町新野辺3081

2181 金澤晴夫 兵庫県加古川市別府町新野辺北町8-111

2182 丸尾耕祐 兵庫県明石市魚住町中尾1026-2

2183 東聖一郎 兵庫県加古郡稲美町国安1132-8

2184 釣船　松秀 兵庫県明石市岬町１２番９号

2185 田中浩人 兵庫県明石市二見町福里502-6

2186 合同会社YKR 兵庫県明石市港町２７番５号

2187 海幻 兵庫県加古川市加古川町美乃利160番地の12

2188 釣り船德丸 兵庫県明石市港町5-6-202

2189 木村屋 兵庫県高砂市荒井町日之出町4-11

2191 河津　和彦 兵庫県小野市天神町80-1744

2192 村由丸 兵庫県明石市林1丁目13-18

2193 釣船　住兼 兵庫県明石市岬町19番6号

2194 釣船　ニコガオ丸 兵庫県明石市岬町22番8号

2195 竹田　芳樹 兵庫県加古川市尾上町池田408

3001 飾磨渡船有限会社 兵庫県姫路市飾磨区大浜30番地

3005 知々丸 兵庫県姫路市家島町坊勢701-151

3012 せとうち丸 兵庫県姫路市勝原区朝日谷459-55

3020 長栄丸 兵庫県姫路市家島町宮　男鹿島2165-1

3021 釣堀海恵 兵庫県姫路市家島町坊勢５５

3027 海の釣堀センター　水宝 兵庫県姫路市家島町坊勢832

3030 Mahi　ｍａｈｉ 兵庫県姫路市四郷町見野870-6

4 / 8 ページ



登録遊漁船業者一覧表【令和４年3月末現在】

登録番号 営業所名称 営業所住所

3033 明王 兵庫県姫路市飾東町塩崎654番地

3034 株式会社　睦商興 兵庫県姫路市網干区浜田１２２３番地の22

3035 髙野　憲司 兵庫県姫路市山吹1-2-11

3043 高山　知久 兵庫県飾磨郡家島町宮１４１０番地３８

3045 槙龍丸 兵庫県姫路市飾磨区今在家6丁目207番地 蒲田メゾネットD-1

3046 シーローズⅢ 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木905

3047 森澤遊船 兵庫県揖保郡太子町東出２２２

3048 遊志丸 兵庫県姫路市広畑区西蒲田8-5　カースクエア内

3050 相生マリン 赤穂市坂越2851-16　マリンプラザ201

3051 姫路フィッシングガイドサービスJ 兵庫県姫路市網干区浜田５６７

3053 藤田　修吾 兵庫県加西市畑町１４９６－５２

3054 Ｓ－Ｓｔｙｌｅ 兵庫県相生市向陽台7-6　向陽台ソフィア103

3055 海翔丸 兵庫県姫路市白浜町丙４５３－１８

3056 成田　敏也 兵庫県姫路市広畑区才８６９－３

3057 Ｓｅａ　Ｈａｗｋ 兵庫県姫路市網干区新在家１２８７－１１

3058 ｅｘｃｅｅｄ 兵庫県姫路市網干区浜田２３８－２０

3059 金澤丸 兵庫県姫路市家島町宮１３９９

3060 田中　悠太 兵庫県姫路市御立東６丁目９－１４

3061 三平丸 兵庫県姫路市網干区垣内本町５１１－１

3062 paddy  field株式会社 兵庫県姫路市飾東町唐端新１０８番地１

3063 はな丸 兵庫県姫路市飾磨区中野田３丁目１０７

4001 住栄丸 兵庫県たつの市御津町室津１３２８－１０

4002 のりくら釣具・渡船 兵庫県たつの市御津町岩見６００－２

4006 むろつ海宝・海の駅 兵庫県たつの市御津町室津１３１６－１

4011 DEEP　IMPACT 兵庫県相生市大島町９３８－１

4012 井本　浩一 兵庫県赤穂市正保橋町３－４２

4013 Crew 兵庫県たつの市龍野町富永７８５番地６

4014 G2PRODUCT 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８９８－４

5002 大江　正人 兵庫県豊岡市戸牧６番地の１　セントラルハイツ202号

5007 民宿　日本海 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４０３番地

5012 渡船　美代志丸 兵庫県美方郡新温泉町三尾７６番地

5015 富士丸 兵庫県美方郡新温泉町居組２６７番地

5016 岡崎 兵庫県美方郡新温泉町居組２２１８番地１

5018 関　清徳 兵庫県美方郡香美町香住区下浜１５番地の１

5019 福田　武正 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６６９番地

5020 関　猛夫 兵庫県美方郡香美町香住区下浜８１５番地の３

5021 関　浩明 兵庫県美方郡香美町香住区香住８３６番地の３

5022 関　正治 兵庫県美方郡香美町香住区下浜８５８番地

5026 上田　省三 兵庫県美方郡香美町香住区七日市４０番地の３

5036 元庄屋釣具店 兵庫県豊岡市竹野町竹野２９番地の２

5037 沼田　瑞穂 兵庫県豊岡市竹野町竹野４２４番地

5040 榎本　富一 兵庫県豊岡市田結１８０６番地の１

5041 沖野　裕 兵庫県豊岡市泉町１４番２５号

5044 林　孝紀 兵庫県豊岡市竹野町竹野2418番地の１

5047 福祥丸 兵庫県美方郡香美町香住区上計１２７６番地

5049 第三豊洋丸 兵庫県美方郡香美町香住区上計２０２番地の２

5053 正栄丸 兵庫県美方郡香美町香住区相谷１０８番地

5055 順栄丸 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷

5057 土生田　行正 兵庫県豊岡市竹野町奥須井１３５番地
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5060 福善丸 兵庫県美方郡香美町香住区無南垣６８３番地

5061 榎本　勇 兵庫県豊岡市竹野町竹野６９８番地の６

5063 濵本　津義 兵庫県豊岡市津居山１３１番地

5066 神清丸 兵庫県美方郡香美町香住区浦上１１７７番地

5070 松田　隆夫 兵庫県美方郡香美町香住区余部１３１０番地

5071 坂本　文一 兵庫県豊岡市中陰６８９番地

5073 日下部　光宣 兵庫県美方郡香美町香住区油良２９７

5075 山村　豊久 兵庫県豊岡市竹野町須谷969番地

5078 前田渡船 兵庫県美方郡新温泉町三尾187番地

5080 織戸　昭彦 兵庫県美方郡新温泉町芦屋７３番地８

5081 浜坂渡船 兵庫県美方郡新温泉町浜坂287番地12

5082 谷脇　保夫 兵庫県美方郡香美町香住区大谷７４０番地の７

5083 吉村　正憲 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷５８－２

5084 西垣　公男 兵庫県豊岡市竹野町竹野１３０８－３番地

5085 関　悦二 兵庫県美方郡香美町香住区下浜660番地の2

5088 後藤　美和 兵庫県豊岡市竹野町和田108番地の2　市営太田住宅3号棟5号室

5089 柴和 兵庫県美方郡香美町香住区上計1197番地

5090 大吉丸 兵庫県美方郡香美町香住区隼人296-3

5092 みどり丸 兵庫県美方郡新温泉町釜屋253番地

5094 吉本　初司 兵庫県豊岡市竹野町竹野194番地の1

5095 はるかぜ丸 兵庫県美方郡新温泉町三尾322番地

5096 大寛丸 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2413番地4

5097 第二福祥丸 兵庫県美方郡香美町香住区上計1276番地

5098 海神丸 兵庫県豊岡市竹野町竹野751番地の1

5099 IROHA 兵庫県美方郡新温泉町諸寄281番地の1

5100 みよし丸 兵庫県豊岡市竹野町竹野633番地の1

5101 いさき丸 兵庫県豊岡市竹野町竹野536番地の2

5102 第八美寿丸 兵庫県美方郡新温泉町諸寄3200番地1

5103 豊栄丸 兵庫県美方郡香美町香住区上計266番地の1

5104 清水　嘉彦 兵庫県美方郡香美町香住区下浜653番地の7

5105 ATHLETE∞ 兵庫県豊岡市一日市1673-3

5106 株式会社榮嬉 兵庫県豊岡市小島1228-2

5107 ゆうなぎ丸 兵庫県美方郡新温泉町三尾193

5108 古西　裕成 兵庫県豊岡市気比3569番地の4

5109 拓海丸 兵庫県美方郡香美町香住区境18-5

5110 榮章丸 兵庫県美方郡新温泉町浜坂283番地2

5111 Ocean　Will 兵庫県美方郡新温泉町二日市887番地41

5112 笑福丸 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2149－3

5113 グロープライズ 兵庫県豊岡市下陰401－9

5114 山根　聖宜 兵庫県美方郡香美町香住区山手210番地

6003 炬口　政胤 兵庫県洲本市海岸通１丁目５－２４

6004 土屋　勝義 兵庫県洲本市海岸通１丁目５－６

6006 角邑　利夫 兵庫県洲本市海岸通１丁目３－２１

6009 角邑　奉仕 兵庫県洲本市海岸通２丁目４－３０

6011 風呂　文雄 兵庫県淡路市室津２３９０

6015 丹野　匡 兵庫県淡路市岩屋１２６８

6016 西田　頼弘 兵庫県淡路市岩屋５９９－２０

6020 岨　良幸 兵庫県淡路市江井２１９８－１

6023 山下　孝清 兵庫県淡路市江井２９３６
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6026 竹岡　千尋 兵庫県洲本市炬口２－４－１

6028 山本　浩之 兵庫県洲本市炬口１丁目１－４１

6029 山本　繁己 兵庫県洲本市炬口２－４－２４

6033 中野　巧 兵庫県洲本市炬口１－２－６

6037 森渡船 兵庫県淡路市久留麻２３４８

6041 石井　和夫 兵庫県南あわじ市沼島２１１０－１

6046 吉田　利夫 兵庫県南あわじ市沼島２１３１－２

6050 ミツヤ丸 兵庫県淡路市育波１５２１－１

6053 三幸丸 兵庫県淡路市育波６１

6055 松下　友孝 兵庫県南あわじ市阿万下町４６７－１　北崎ハイツ３０３

6056 西野　幸信 兵庫県南あわじ市灘土生１９５

6057 山本　昭広 兵庫県南あわじ市灘土生１８

6059 前川　仁 兵庫県南あわじ市沼島２３５８

6060 髙畠　榮夫 兵庫県南あわじ市沼島２００

6062 淺山　保 兵庫県南あわじ市沼島８８１

6064 石井　正幸 兵庫県南あわじ市沼島２０８０

6067 濱邉　義幸 兵庫県南あわじ市沼島２２７４－４

6070 舩瀬　髙志 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦２３１０

6071 福岡　圓次 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦４３６

6072 赤峯　哲郎 兵庫県淡路市仮屋３２２－６

6074 西田　和伸 兵庫県南あわじ市阿那賀１５１０－４

6078 坂口　保博 兵庫県淡路市浜１－６９

6084 川浦　 兵庫県洲本市由良１丁目１９－４

6100 平利 兵庫県洲本市由良２丁目４－１４

6102 南 兵庫県洲本市由良３丁目９－５

6107 平正 兵庫県洲本市由良２丁目２－１１

6108 濱邉　平司 兵庫県南あわじ市沼島２２７４－４

6109 入江　秀司 兵庫県南あわじ市阿那賀７４

6113 坂口　秀司 兵庫県南あわじ市阿那賀８９１－２

6117 竹谷　勲 兵庫県南あわじ市阿那賀９６０

6121 堀　博明 兵庫県南あわじ市阿那賀８３６－４

6123 堀　嘉伸 兵庫県南あわじ市阿那賀７９６

6129 田中　久就 兵庫県洲本市由良３丁目１１－１３

6133 大浜　要 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦２１７２－２

6142 泊　啓男 兵庫県南あわじ市賀集八幡２－２

6143 ＮＥＷシーバイト釣具店 兵庫県南あわじ市津井２３２８－３

6144 角村　庄平 兵庫県洲本市海岸通１丁目９－８

6145 安達　一富 兵庫県南あわじ市沼島２１４５

6149 戎丸 兵庫県淡路市育波６２－４

6150 金凱丸 兵庫県淡路市育波１４６８－８

6153 井上　恒二 兵庫県南あわじ市沼島２５０７

6154 釣船　舟瀬 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2291-1

6155 井内　昭司 兵庫県淡路市塩尾519番地105

6156 株式会社　長太水産 兵庫県淡路市岩屋１５６３

6157 正和丸 兵庫県南あわじ市福良乙１６５３－１３

6158 内山　貴裕 兵庫県南あわじ市沼島２０９０

6159 林　清光 兵庫県南あわじ市沼島２１９５

6160 山岡　亨 兵庫県南あわじ市沼島２４７７

6161 谷口　正三 兵庫県南あわじ市沼島２２５１
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6163 釣船　天勝丸 兵庫県淡路市久留麻８１－２６番地

6164 戎丸 兵庫県南あわじ市福良乙４８９－７

6165 住吉丸 兵庫県淡路市育波８１－２

6167 濵端　亮佑 兵庫県洲本市由良３丁目３－２３－３０１

6168 釣船　吉一丸 兵庫県淡路市久留麻２２４６－３

6169 釣船　金比羅丸 兵庫県淡路市久留麻２２３０－７

6170 上野　宏文 兵庫県南あわじ市沼島２１７０－３

6171 平井　一也 兵庫県南あわじ市沼島２１２１

6172 石井　幸樹 兵庫県南あわじ市沼島２３４３

6174 TURN　THE　 TIDE 兵庫県洲本市小路谷1053-17淡路島観光ホテル内

6176 小端　洋昭 兵庫県南あわじ市潮美台２－１９－６

6177 SEA　CAT 兵庫県洲本市五色町鮎原下674

6178 恵比須丸 兵庫県南あわじ市福良乙1539番地

6179 海英丸 兵庫県洲本市池内661-3

6181 戎丸 兵庫県淡路市育波83-5

6182 中野　弘治 兵庫県淡路市岩屋272-7

6183 釣船　天神丸 兵庫県淡路市久留麻84-1森団地1-123

6184 じゃのひれ筏釣りセンター 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町2660

6185 吉見　文冶 兵庫県洲本市金屋632-6

6186 住吉丸 兵庫県淡路市育波３５５－２

6187 住吉丸 兵庫県淡路市育波233-1

6188 絆奈丸 兵庫県淡路市育波2166-24

6189 庄司　一広 兵庫県淡路市久留麻28-29

6190 栄真丸 兵庫県淡路市室津2458

6191 島根　和志 兵庫県淡路市岩屋599

6192 茂丸 兵庫県淡路市育波2092-403

6193 泊　浩司 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬766-11

6194 IZANAMI 兵庫県洲本市五色町都志角川1497

6195 山市　久明 兵庫県淡路市岩屋599-12

6196 西本　弘和 兵庫県南あわじ市灘仁頃245-1

6197 山岡　啓志 兵庫県南あわじ市沼島877-1

6198 福谷　一弥 兵庫県淡路市大谷937-2-306

6199 村田　裕 兵庫県淡路市岩屋3557-9-502

6200 宮本　尚和 兵庫県淡路市生穂1521

6201 国福丸 兵庫県南あわじ市福良乙1653-32

6202 後藤　義晴 兵庫県洲本市小路谷1281-5サントピアグランドハイツ301

6203 白鶴丸 兵庫県淡路市浅野南2-50

6204 保坂　卓也 兵庫県南あわじ市福良乙742-1

6205 廣田　太紀 兵庫県洲本市由良町内田555-2

6206 神木　眞也 兵庫県洲本市由良町内田406-5

6207 谷　久志 兵庫県淡路市塩尾519-88

7004 宮脇良浩 兵庫県三田市弥生が丘５丁目１１－８

7009 アウトドアハウス　アオノ 兵庫県三田市末１８８３－２

7010 M's JERK 兵庫県宝塚市平井5丁目７－１－４０４

7011 ラガーガイドサービス 兵庫県川西市萩原台西1-342
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