
日付 場所 魚種 釣り方 サイズ 釣果
使用エサ

仕掛ルアー
その他

1/2 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 満潮時

1/2 下津井波止 メバル メバリング ～18㎝前後 4匹 スクリューテールグラブ 強風のため飛ばしウキ使用

1/3 笠岡沖 マダイ タイラバ 25～45㎝ 2～6匹 2Step 60g

1/4 笠岡沖 ヒラメ 泳がせ釣り 30～40㎝ 1～2匹 活イワシ -

1/4 新岡山港 ニベ 投げ釣り 48㎝ 1匹 本虫 キビレも釣れた

1/4 西脇漁港 メバル メバリング ～20㎝前後 3匹 ビームスティック極 3匹中2匹は10㎝

1/4 下津井周辺 メバル 探り釣り 15㎝前後 4匹 青虫 -

1/5 玉島周辺 ヒラメ ルアー釣り 70㎝前後 2匹 ロデム 28g 70㎝オーバーGet

1/5 田井港 メバル メバリング 13～15㎝ 5匹 ビームスティック1.5 グローピンク

1/6 牛窓 カサゴ ルアー釣り 15㎝前後 3匹 カサゴ職人 アコウ狙い、アコウは不発

1/6 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～72㎝ 4匹 活イワシ -

1/7 西宝伝 メバル 探り釣り 13～16㎝ 5匹 シラサエビ カサゴも釣れた

1/7 西脇漁港 メバル ウキ釣り 10㎝前後 3匹 砂虫 -

1/7 下津井波止 メバル メバリング 12～16㎝ 5匹 グロー系 -

1/8 下津井沖 マダイ 船サビキ 30㎝前後 5匹 チョクリ仕掛 -

1/9 東宝伝 メバル 探り釣り 15㎝前後 3匹 シラサエビ カサゴも釣れた

1/9 牛窓 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 シラサエビ ブツエビをたくさん撒く

1/9 玉島E地区 キス 投げ釣り 16㎝ 6匹 赤青虫 ハゼも釣れた

1/9 下津井波止 ヤズ ショアジグ 65㎝ 1匹 ジグパラ スズキやコチも釣れた

1/10 下津井沖 マダイ 船サビキ 25～32㎝ 3～6匹 瀬戸内船サビキ -

1/10 田井新港 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 ビームスティック グローピンク

1/10 牛窓 ヒラメ ルアー釣り 30㎝前後 1匹 ロデム ヒラメピンク 底をたたく様にシャクリ続けた

1/10 下津井沖 メバル 船サビキ 16～22㎝ 20匹 鳴門船サビキ -

1/10 下津井 メバル メバリング 10～18㎝ 6匹 スクリューテールグラブ -

1/11 沙美海岸 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 2匹 ハウル21g マゴチも釣れた

1/11 宇野沖 メバル 船サビキ 15～21㎝ 13匹 鳴門船サビキ -

1/11 下津井波止 メバル メバリング 15㎝前後 5匹 グラスミノーSS クリアレモン

1/12 牛窓 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 -

1/12 玉島E地区 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

1/12 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 50～65㎝ 4匹 活イワシ -

1/12 玉島周辺 メバル 胴突釣り 20～24㎝ 2匹 青虫 -

1/13 東宝伝 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 5匹 青虫 -

1/13 下津井沖 カサゴ 船胴突 20㎝前後 35匹 モロコ -

1/14 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝ 1匹 リトルマックス -

1/14 本島 メバル メバリング ～22㎝ 10匹 色々 ジグヘッド+青虫で20㎝,22㎝が釣れた

1/14 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 60㎝ 1匹 活イワシ -

1/14 下津井波止 メバル メバリング ～22㎝ 4匹 緑系のワーム -

1/14 玉島周辺 セイゴ ルアー釣り 20～35㎝ 10匹 ファラストルアー -

1/15 小豆島周辺 カサゴ 船胴突 15～23㎝ 25匹 モロコ 入れ食いの時間帯もあり

1/15 西脇漁港 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 3匹 砂虫 カサゴやセイゴも釣れた

1/15 下津井周辺 カサゴ 胴突釣り 15～20㎝ 5匹 青虫 -

1/15 水島沖 ヒラメ 泳がせ釣り 73㎝ 1匹 活イワシ 合計で3匹

1/16 西脇漁港 メバル メバリング 12～15㎝ 3匹 スクリューテールグラブ ピンク系

1/16 下津井沖 メバル 船サビキ 15㎝前後 15匹 鳴門サビキ5-0.8 緑色の皮に好反応

1/16 玉島周辺 シーバス 投げ釣り 35㎝前後 2匹 青虫(太) -

1/16 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 35㎝ 1匹 銀ぱく -

1/17 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～16㎝ 5匹 青虫 セイゴも釣れた

1/17 西宝伝 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 ビームステック カラーはグローみかん

1/17 与島周辺 メバル ウキ釣り 20㎝前後 2匹 青虫 -

1/17 下津井波止 メバル メバリング ～21㎝ 3匹 グラスミノーSS 北陸UVパープルホロ

1/18 下津井沖 メバル 船サビキ ～15㎝位 20匹 鱗メバル5-0.8 10㎝前後のリリースサイズが多かった

1/18 E地区 セイゴ ルアー釣り 25㎝前後 2匹 スクリューテールグラブ オレンジ系

1/18 大室港 サヨリ ウキ釣り ～20㎝ 30匹 アミエビ -

1/19 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝前後 4匹 ビームスティック グローピンク

1/19 下津井周辺 メバル 胴突釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 カサゴも釣れた

1/19 玉島周辺 メバル 船サビキ ～23㎝ 3匹 緑系 -

1/20 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 13～15㎝ 5匹 シラサエビ -

1/20 宇野周辺 メバル メバリング 10㎝前後 5匹 スクリューテールクラブ カサゴも釣れた

1/20 下津井堤防 メバル 探り釣り 14～24㎝ 15匹 砂虫 カサゴも釣れた

1/20 玉島周辺 セイゴ ルアー釣り 30㎝前後 3匹 ファラストルアー -

1/21 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 3匹 青虫 干潮より3時間前の釣果

1/21 玉島E地区 アナゴ 投げ釣り 50㎝ 1匹 青虫 -
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1/22 宇野沖 マダイ 船サビキ 30～45㎝ 6匹 チョクリ仕掛け かわせみのライトチョクリ仕掛

1/22 新岡山港 セイゴ 投げ釣り ～25㎝ 3匹 青虫 小型のアナゴも2匹釣れた

1/22 下津井沖 メバル 船サビキ 15～22㎝ 15匹 鳴門船サビキ -

1/22 玉島周辺 ﾒﾊﾞﾙ・カサゴ メバリング 15～18㎝ 5匹 ビームフィッシュ アタリは多い

1/23 直島沖 メバル 船サビキ 18～26㎝ 10匹 鳴門船サビキ 8本針5-0.8

1/23 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝ 5匹 ビームスティック カサゴも釣れた

1/23 玉島周辺 セイゴ 投げ釣り 25～30㎝ 3匹 青虫 -

1/24 宇野沖 マダイ 船サビキ 30～52㎝ 4匹 チョクリ仕掛け ハヤブサのライトチョクリを使用

1/24 下津井堤防 メバル メバリング 20㎝前後 3匹 グラスミノーSS -

1/26 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～15㎝ 6匹 青虫 -

1/26 玉島周辺 メバル 胴突釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

1/27 田井新港 ヒラメ ルアー釣り 40㎝ 1匹 浜王 ピンク系

1/27 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 4匹 砂虫 -

1/27 下津井沖 メバル 船サビキ 15～20㎝ 10匹 鳴門船サビキ -

1/27 下津井沖 ヒラメ ルアー釣り ～45㎝ 3匹 ロデム 28g -

1/28 渋川 カレイ 投げ釣り 32㎝ 1匹 本虫+青虫 本虫+青虫ミックス掛け

1/28 玉島周辺 アナゴ ちょい投げ 40㎝前後 3匹 本虫 -

1/28 水島沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～45㎝ 5匹 活イワシ がまかつの掛かりすぎヒラメ

1/29 前島新波止 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 5匹 チヌパワーVSP コツは底を這わすように流すこと

1/29 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～50㎝ 2匹 活イワシ がまかつの掛かりすぎヒラメ

1/29 総社周辺 ブラックバス ルアー釣り 20㎝ 1匹 フリックシェイク ジグヘッドワッキー　3.8インチ

1/30 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～12㎝ 120匹 紅サシ 連掛けで3~4匹ずつ釣ると数が伸びる

1/30 下津井沖 メバル メバリング 18～25㎝ 10匹 グラスミノーSS ボトム狙い

1/30 宇野沖磯 マダイ フカセ釣り 30㎝位 1匹 チヌベスト白 深場でチヌ狙い

1/30 小豆島沖 マダイ 船サビキ 30～45㎝ 12匹 真鯛サビキ 3時間程の釣果

1/30 下津井沖 ヒラメ ルアー釣り ～52㎝ 2匹 ロデム 28g イワシカラー

1/30 倉敷川 ブラックバス ルアー釣り 30㎝前後 3匹 スイムベイト -

1/31 田井新港 メバル メバリング 13～16㎝ 3匹 ビームスティック カサゴも釣れた

1/31 牛窓 メバル ウキ釣り 10㎝前後 6匹 シラサエビ 水面まで追ってくる事がある

1/31 下津井沖 スズキ 泳がせ釣り 90㎝ 1匹 銀ぱく -


