
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 因島 アナゴ 投げ釣り 20～35㎝ 5匹 青虫・サンマ 寒い

1/3 常石 カサゴ 探り釣り 15～22㎝ 15匹 シラサエビ メバルやアコウも釣れた

1/3 生名島 チヌ フカセ釣り 38㎝ 2匹 オキアミ チャリコも釣れた

1/4 帝釈峡 ワカサギ 胴突釣り 8～14㎝ 10匹 紅サシ 千屋ダムは100匹前後

1/5 鞆周辺 タコ タコエギ 300g 2杯 オクトパスタップ 3.5号

1/6 内海周辺 カサゴ 探り釣り 18～20㎝ 5～10匹 青虫 夕方

1/6 蒲刈 アジ アジング 20～31㎝ 40匹 クリア系のワーム -

1/8 尾道水道 カレイ 投げ釣り 25㎝ 1匹 青虫 強風のためアタリ分からず

1/9 福山港 カサゴ メバリング 20㎝前後 3匹 一誠)ガメシャット 夕方の釣果

1/9 常石 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 6匹 青虫 メバル狙い

1/10 横島 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 2匹 チヌパワームギSP エサ取りが減った

1/11 尾道周辺 メバル メバリング 18㎝前後 2匹前後 プラグ -

1/12 走島沖 カワハギ 船胴突 15～20㎝ 5～20匹 アサリ -

1/12 大三島 メバル メバリング 15～18㎝ 12匹 ワーム チャート系のカラーに好反応

1/13 田島 コウイカ エギング 300g 1～3杯 エギ王 3号

1/14 田島 コノシロ サビキ釣り 15～20㎝ 10～20匹 アミエビ ママカリサビキ

1/14 鞆周辺 スズキ 投げ釣り 70㎝前後 1匹 青虫 -

1/15 因島 メバル 探り釣り 13～18㎝ 10匹 シラサエビ・青虫 7.1ｍの竿で遠くを探る

1/16 福山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 ハーリーシュリンプ 昼の釣果

1/16 箕沖 セイゴ 投げ釣り 35㎝ 2匹 青虫 ハゼも釣れた 穴釣りでカサゴも釣れた

1/17 しまなみ周辺 メバル 船サビキ 15～28㎝ 20匹 鳴門船サビキ 30㎝級も

1/18 しまなみ周辺 サバ サビキ釣り ～20㎝ 10～30匹 ママカリサビキ 小さな群れがいくつかで回遊

1/18 内海周辺 コウイカ エギング 胴長15～18㎝ 8杯 コウイカバスター オレンジ系

1/19 内海周辺 アナゴ 投げ釣り 35～40㎝ 2匹 青虫 -

1/20 田島周辺 サヨリ サビキ釣り 25㎝ 7匹 アミエビ 朝の釣果

1/22 河口 シーバス チニング 40㎝ 1匹 ハーリーシュリンプ -

1/22 因島 メバル メバリング 13～20㎝ 5匹 スクリューテールグラブ カサゴも釣れた

1/23 走島沖 メバル 探り釣り 13～22㎝ 20匹 シラサエビ・青虫 雨

1/24 仙酔島 カサゴ メバリング 15～20㎝ 7匹 ジグヘッド青虫 根掛多発！！

1/25 しまなみ メバル メバリング 10～20㎝ 10匹位 ビームフィッシュ 数釣れた

1/26 尾道周辺 メバル メバリング 18～26㎝ 8匹 アジリンガー クリア系

1/27 しまなみ メバル メバリング 15～27㎝ 8匹 スパテラ1.5 クリア系

1/27 神龍湖 ワカサギ 胴突釣り 10～15㎝ 5～20匹 紅サシ 早朝が時合

1/28 走島沖 メバル 探り釣り 13～19㎝ 20匹 青虫・シラサエビ 徹夜

1/29 福山港 チヌ チニング 35～40㎝ 2匹 クレイジーフラッパー 昼の釣果

1/29 因島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 1匹 青虫 強風

1/30 因島 メバル メバリング 15～19㎝ 6匹 ファラストリップレス 朝の釣果

1/31 因島 カレイ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 -

【広島地区 1月】


