
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

12/1 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 60～75㎝ 3匹 浜王 満潮から下げ始めでの釣果

12/2 宇野港 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 シラサエビ エギでも釣れる

12/2 真鍋島周辺 カサゴ 船胴突 20㎝前後 15匹 冷凍海エビ 潮が動いている時が良い

12/3 下津井沖 グレ フカセ釣り 30～33㎝ 3匹 グレパワーV9 渡船利用　小型が多い

12/3 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 25～35㎝ 3匹 青虫 満潮前の釣果

12/3 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10～20㎝前後 5匹 青虫 ヒイラギやセイゴも釣れた

12/3 大室港 ヒラメ ショアジギング 30㎝前後 2匹 メタルジグ50g 赤金

12/4 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

12/4 東宝伝 ウミタナゴ ウキ釣り 20㎝前後 2匹 青虫 25㎝前後のグレも釣れた

12/4 宇野港 ベイカ ライトエギング 胴長8㎝前後 37杯 ナオリー -

12/5 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 干潮前の釣果

12/5 東宝伝 ウミタナゴ ウキ釣り 15㎝前後 12匹 青虫 リリースサイズだが メバルが釣れ出した

12/5 下津井沖 ヒラメ のませ釣り 45㎝ 1匹 活イワシ オモリ30号前後

12/5 下津井沖 マダイ タイラバ 15～60㎝ 8匹 2Step オレンジ系

12/6 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 5～10㎝ 20杯 シラサエビ ライトエギングでも釣れる

12/6 宇野港周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 小さいメバルも釣れた

12/6 児島周辺 ベイカ 探り釣り 中型 20杯 シラサエビ エギでも釣れる

12/6 高室港 ヒラメ ルアー釣り 77㎝ 1匹 ジャクソン)鉄パンvib -

12/7 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 3～6匹 海エビ テンヤ8～10号

12/7 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～55㎝ 8～20匹 2Step オレンジ系、ブラック系

12/7 直島沖 マダイ タイラバ 20～40㎝ 4匹 2Step オレンジ系

12/7 前島波止 サヨリ ウキ釣り ～25㎝前後 110匹 アミエビ 平均サイズが大きくなってきた

12/7 下津井波止 カサゴ 胴突釣り 15㎝前後 5匹 青虫 ささめ）荒喰い五目使用

12/7 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20匹 かわせみ) ママカリサビキ -

12/8 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 10～16㎝ 3匹 青虫 ブラクリ2号

12/8 玉島E地区周辺 サヨリ 探り釣り 20～25㎝ 20匹 サヨリのおやつ -

12/8 宇野港 ベイカ ライトエギング 7㎝前後 10杯 ナオリー チビイカ仕掛でも釣れる

12/8 玉島周辺 セイゴ ルアー釣り 30㎝前後 20匹 ガルプ) ベビーサーディーン 壁際に沢山

12/9 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長8～10㎝ 50杯 シラサエビ 日暮れから3時間での釣果

12/9 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 ジグヘッド＋青虫

12/9 宇野港 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 10杯 シラサエビ エギでも釣れる

12/9 下津井周辺 メバル ウキ釣り 15～17㎝ 15匹 シラサエビ カサゴも釣れた

12/10 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 40～45㎝ 2匹 自作ビッグベイト 底付近

12/10 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 5匹 シラサエビ 常夜灯周辺

12/10 下津井波止 カサゴ 胴突釣り 15㎝前後 5匹 青虫 小さめのメバルも釣れた

12/10 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 40～50㎝ 6匹 活イワシ -

12/11 前島新波止 サヨリ 探り釣り 20～25㎝ 25匹 サシアミ -

12/11 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 3匹 青虫 ハゼも釣れた

12/11 玉島周辺 シーバス ルアー釣り 40～45㎝ 4匹 ファラストリップレス オレンジ系

12/11 下津井堤防 メバル ウキ釣り 15～20㎝ 15匹 シラサエビ カサゴも釣れた

12/12 下津井沖 マダイ タイラバ 73㎝ 1匹 2Step -

12/12 高松沖 ブリ 泳がせ釣り ～90㎝前後 12匹 活イワシ -

12/12 下津井周辺 メバル 胴突釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

12/12 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 45㎝ 2匹 活イワシ 集魚シンカーをつけると釣果アップ

12/13 宇野周辺 メバル ウキ釣り 18～21㎝ 5匹 青虫 棚深め

12/13 宇野周辺 カサゴ 探り釣り ～15㎝前後 3匹 青虫 -

12/13 玉島周辺 カサゴ 投げ釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

12/13 下津井沖 ブリ 泳がせ釣り 85㎝ 1匹 活イワシ -

12/13 下津井沖 マダイ タイラバ 30～40㎝ 4匹 鯛幻60g -

12/14 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 4匹 砂虫 -

12/14 牛窓 グレ ウキ釣り 15㎝前後 5匹 アミエビ -

12/14 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 5匹 海エビ アコウも釣れた

12/15 下津井周辺 ヒラメ ルアー釣り 72㎝ 1匹 エコギア)パワーシャッド ジグヘッド18g

12/15 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

12/15 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 40㎝前後 5匹 活イワシ -

12/15 直島 マダイ 投げ釣り 50㎝ 1匹 青虫 違う魚も釣れた

12/16 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 35～55㎝ 2匹 ロデム 色はオレンジ

12/16 玉島周辺 セイゴ 投げ釣り 20～25㎝ 3匹 青虫(太) -

12/16 下津井堤防 メバル ウキ釣り 15～18㎝ 10匹 砂虫 -

12/16 下津井沖 キュウセン 胴突釣り 20㎝前後 6匹 青虫 良型混じる

12/17 倉敷周辺河川 ブラックバス ルアー釣り 45㎝ 1匹 自作ビッグベイト
ゆっくり誘って寄せて

アクションを入れてバイト

12/17 前島 サヨリ ウキ釣り 20～25㎝ 10匹 アミエビ 小さい棒ウキを使用

【岡山地区 12月】



12/17 下津井周辺 メバル 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

12/17 サノヤス ベイカ ライトエギング 7㎝前後 10杯 1.5号 -

12/18 宝伝沖 メバル ボートメバリング 18㎝前後 5匹 ビームスティック -

12/18 児島周辺 ベイカ 探り釣り 中型 15杯 シラサエビ 満潮前2時間ほどの釣果

12/19 田井新港 ベイカ ウキ釣り 5～8㎝前後 15杯 シラサエビ 探り釣りでも釣れる

12/19 直島沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 5匹 海エビ 20㎝前後のカサゴも10匹前後釣れた

12/19 玉島周辺 ヒラメ 泳がせ釣り 56㎝ 1匹 活イワシ -

12/20 胸上周辺 メバル ウキ釣り 15～20㎝ 2匹 青虫 -

12/20 牛窓 ベイカ ウキ釣り 胴長8㎝前後 5杯 シラサエビ 中層より下、深場で釣れた

12/20 玉島周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 -

12/20 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 40㎝前後 2匹 活イワシ マゴチも釣れた

12/21 玉野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 アジリンガー ジグヘッド1g

12/21 宝伝周辺 カサゴ メバリング ～15㎝前後 3匹 パワーシラス 10㎝位のメバルも1匹

12/21 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15～21㎝ 6匹 青虫 -

12/22 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～11㎝ 60匹 紅サシ 時間により釣れる水深が変わる

12/22 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 12杯 シラサエビ 2時間の釣果

12/22 玉島周辺 シーバス 投げ釣り 40㎝前後 3匹 青虫 -

12/22 玉野沖磯 メバル メバリング 15～20㎝ 10匹 1.5g -

12/22 下津井沖 カサゴ 船胴突 15～20㎝ 30匹 モロコ -

12/23 田井新港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 -

12/23 宇野周辺 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 4匹 シラサエビ 満潮前後の釣果。

12/23 玉島E地区 ヒラメ 泳がせ釣り 28～45㎝ 2匹 活イワシ
釣れたイワシをエサに

ルアーでも狙える

12/24 笠岡沖 マダイ サビキ釣り 25～30㎝ 5~10匹 チョクリ仕掛 -

12/24 宇野港周辺 ベイカ ウキ釣り 5～8㎝ 15杯 シラサエビ エギでも釣れています

12/24 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 メバルも釣れた

12/24 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15～18㎝ 15匹 青虫 -

12/26 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 12～15㎝ 3匹 青虫 セイゴも釣れた

12/25 前島磯 チヌ フカセ釣り ～40㎝前後 8匹 オキアミ 平均サイズは小さいが、2桁釣果も

12/25 下津井周辺 マダイ 船サビキ 30～55㎝ 4匹 瀬戸内真鯛サビキ グリーンのサビキに高反応

12/26 田井新港 メバル メバリング 10～15㎝ 5匹 ビームスティック グローホワイト

12/26 宇野沖 マダイ 船サビキ 30㎝前後 4匹 鳴門船サビキ メバル狙い、5-0.8

15/26 児島周辺 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 15杯 シラサエビ チビイカ仕掛M

12/26 下津井周辺 ベイカ ウキ釣り 10㎝前後 8杯 シラサエビ -

12/27 宝伝周辺 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 浜王 ピンク

12/27 牛窓 チヌ フカセ釣り ～40㎝前後 10匹 オキアミ テトラ周り

12/27 下津井周辺 カサゴ 胴突釣り 18㎝前後 3匹 青虫 -

12/27 下津井沖 マダイ 船サビキ 20～40㎝ 7匹 マダイサビキ 良型が多い

12/28 下津井沖 マダイ タイラバ 50㎝前後 10匹前後 鯛の実 60g

12/28 宇野沖 メバル 船サビキ ～20㎝前後 10匹 鳴門船サビキ 5-0.8

12/28 玉島周辺 メバル 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 カサゴも釣れた

12/28 玉島周辺 メバル 胴突釣り 15～18㎝ 5匹 砂虫 -

12/29 笠岡沖 マダイ タイラバ 25～35㎝ 3～5匹 2Step 60g

12/29 宇野周辺 メバル 探り釣り 13～15㎝ 4匹 青虫 カサゴも釣れた

12/29 下津井沖 カサゴ 船胴突 15～20㎝ 15匹 モロコ -

12/29 玉島沖 ヒラメ のませ釣り 45～60㎝ 6匹 活イワシ がまかつの仕掛け

12/30 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 13匹 海エビ カブラ8号

12/30 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 20～30㎝ 2匹 青虫 -

12/30 宇野港 メバル メバリング 10㎝前後 5匹 ビームスティック 短時間

12/31 田井新港 メバル メバリング 12～15㎝ 3匹 ビームスティック グローピンク

12/31 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 小さいメバルも釣れた

12/31 宇野周辺 メバル 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 -

12/31 下津井周辺 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 ロデム21g 青ラメ

12/31 玉島周辺 メバル ウキ釣り 10～20㎝ 3匹 青虫 風が緩んだときにヒット



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

11/1 前島新波止 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 20匹 アミエビ サシエはサヨリのおやつ

11/1 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 夕マズメの釣果

11/1 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 カサゴも釣れた

11/1 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 12匹 青虫 -

11/1 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り 20～30㎝ 30匹 アミエビ 数と型が良くなってきた

11/2 田井新港 サヨリ ウキ釣り 18～23㎝ 25匹 アミエビ サシエはGクリルさしあみ

11/2 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 13匹 青虫 小さいサイズが多い

11/2 児島周辺 ヤズ ショアジギング 50㎝前後 2匹 ジグパラ40g カラーはアカキン

11/2 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～4.5本 80匹 冷凍イワシ テンヤは40号

11/3 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～10㎝ 30匹 紅サシ 例年よりサイズは良い

11/3 倉敷周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 30㎝前後 1匹 自作ビッグベイト 護岸の変化を狙う

11/3 丸亀沖 カサゴ 船胴突釣り ～25㎝ 36匹 冷凍イカナゴ エサ盗りのフグが多い

11/3 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 50匹 スパイラルサンマ -

11/3 笠岡沖 マダイ タイラバ 40～50㎝ 4匹 2ステップTG オレンジ系

11/4 牛窓周辺 サゴシ ショアジギング 57.5㎝ 1匹 ジグパラ40g カラーはグリーン系

11/4 玉島周辺 サヨリ サビキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ -

11/4 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 20～50㎝ 5匹 海エビ アコウも釣れた

11/5 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 47㎝ 1匹 自作ビッグベイト ただ巻き

11/5 前島 チヌ フカセ釣り 20㎝前後 3匹 練り餌 手の平ちょっとがアベレージサイズ

11/5 下津井波止 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 5匹 青虫 ささめ)荒喰い五目

11/5 玉島周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 15匹 アミエビ -

11/6 宇野港 ハマチ ショアジギング 60㎝ 1匹 ジグパラ60g -

11/6 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 20～30匹 スパイラルサンマ 快適タチウオテンヤ30号

11/7 吉井川河口 キビレ ぶっ込み 43㎝ 1匹 コーン ハネも釣れた

11/7 前島 サヨリ ウキ釣り 10～15㎝ 10匹 サヨリのおやつ サヨリパワー+アミエビ

11/7 玉島E地区 ハゼ ちょい投げ 13㎝前後 10匹 青虫 -

11/7 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 40匹 スパイラルサンマ -

11/7 玉島周辺 コウイカ エギング 胴長13㎝前後 5杯 2.5号のエギ -

11/8 新岡山港 ニベ ぶっ込み 50㎝ 2匹 本虫 干潮前の釣果

11/8 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 3匹 青虫 セイゴやヒイラギも釣れた

11/8 サノヤス サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 15匹 アミエビ -

11/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～55㎝ 5匹 オレンジカーリー -

11/9 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 40匹 スパイラルサンマ 平均サイズが少しアップ

11/9 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 サヨリのおやつ 小ぶり

11/9 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20～25㎝ 4杯 ダートマックス40ｇ カラーはパープル系

11/9 大室港 カサゴ 探り釣り ～20㎝ 11匹 青虫 28㎝のアコウも釣れた

11/9 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 10匹 スパイラルサンマ ダイワのテンヤ

11/10 牛窓周辺 タケノコメバル ブラクリ 22㎝ 1匹 シラサエビ メバルや小さいアコウも釣れた

11/10 下津井周辺 ヤズ ショアジギング 45～50㎝ 3匹 ジグパラ40g イワシカラー

11/11 笠岡沖 マダイ タイラバ 30～55㎝ 15匹 2ステップTG 45g

11/11 小串周辺 アナゴ ちょい投げ 40㎝前後 2匹 青物 満潮前

11/11 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 -

11/11 玉島周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

11/11 下津井堤防 サバ ウキ釣り 30㎝前後 6匹 青虫 -

11/11 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹～ ママカリサビキ 数が釣れ始めた

11/12 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 20匹 スパイラルサンマ -

11/12 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 3匹 砂虫 まだサイズが小さい

11/12 大室港 カサゴ 探り釣り ～18㎝ 10匹 青虫 -

11/12 玉島周辺 シーバス ルアー釣り 30～65㎝ 7匹 ファラストルアー 釣れ始めた

11/13 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 13匹 青虫 -

11/13 前島波止 ウマヅラハギ 胴突釣り ～15㎝前後 8匹 青虫
エサ盗りが多いため

青虫を小さく切って使った

11/13 玉島周辺 チヌ 投げ釣り 50㎝ 2匹 青虫 カサゴも釣れた

11/13 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20匹前後 ママカリサビキ
大量に入ってくるアミエビを

追いかけて来ている

11/14 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 5匹 青虫 3号のブラクリを使用

11/14 牛窓 マダイ フカセ釣り 35㎝前後 2匹 チヌパワーDASH チヌ狙いだがチヌは不発

11/14 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 10匹 青虫 -

11/14 高室港 ブリ ショアジギング 92㎝ 1匹 カタクチイワシカラー -

11/14 下津井沖 アオリイカ ティップラン 601g 1杯 スクイットシーカー -

11/15 玉野周辺河川 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 1匹 ポッパー 夕マズメの釣果

11/15 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 サヨリのおやつ 小ぶりだがよく釣れる

11/15 下津井周辺 マダイ タイラバ 40～50㎝ 5匹 ビンビン玉 カラーはアカキン

【岡山地区 11月】



11/15 下津井堤防 サバ ウキ釣り 30㎝前後 6匹 青虫 -

11/15 下津井周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 8匹 ママカリサビキ -

11/16 笠岡沖 アコウ ジギング 40～52㎝ 2匹 50gのジグ イワシの群れの下まで落としたら釣れた

11/16 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～30㎝ 30匹 サヨリのおやつ サヨリパワー+アミエビ

11/16 黒島周辺 アコウ 船胴突釣り 50㎝ 1匹 捕まえたカニ タイラバの合間に

11/16 倉敷川 ブラックバス ルアー釣り 50㎝ 2匹 スピナーベイト シルバーのブレード

11/16 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 50匹 ママカリサビキ 沢山釣れている

11/17 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 12匹 青虫 エサ取りが多い

11/17 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 25～50㎝ 14匹 紅牙タイテンヤTG チヌも釣れた

11/17 サノヤスドッグ サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 30匹 サヨリのおやつ 2～3時間の釣果

11/18 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～10㎝ 60匹 紅サシ モロコが多い

11/18 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 ６匹 青虫 タケノコメバルも釣れた

11/18 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 20匹 ママカリサビキ サビキオトリをたくさん付けると良い

11/18 玉島周辺 カサゴ 探り釣り 13～15㎝ 5匹 青虫 朝一で釣れた

11/19 下津井周辺 ヤズ ショアジギング 50㎝前後 5匹 ジグパラ カラーはアカキン

11/19 下津井沖 マダイ サビキ釣り ～65㎝ 10匹 かわせみ)チョクリ仕掛 Bタイプ

11/20 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 15匹 砂虫 -

11/20 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 小さいメバルも釣れた

11/20 宇野沖 アオリイカ ティップラン 400g～1kg 2杯 ダートマックスTR アタリは少ないが釣れれば大きい

11/21 笠岡沖 カワハギ 胴突釣り 20㎝ 20匹前後 本虫 昼の釣果

11/21 宇野港周辺 ベイカ ウキ釣り 7㎝前後 20杯 シラサエビ 探り釣りでも釣れた

11/21 前島 サヨリ ウキ釣り 20～25㎝ 10匹 アミエビ 島の南側の方が平均サイズが大きい

11/21 下津井沖 ヤズ ジギング 40～55㎝ 4匹 ジグパラ ボートからナブラ狙い

11/22 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 25～40㎝ 2～4匹 海エビ 朝の釣果

11/22 牛窓周辺 タケノコメバル 探り釣り 33㎝ １匹 青虫 虫ヘッドを使用

11/22 牛窓 グレ フカセ釣り ～27㎝ 5匹 チヌパワーDASH チヌ狙い

11/22 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 20匹 スパイラルサンマ 夜光系の色は喰いが悪い

11/22 高室港 ヒラメ ショアジギング 50㎝ 1匹 ジグパラ40g -

11/22 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～50㎝ 7匹 8号のテンヤ 潮が速い時は10号以上を使用

11/23 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～11㎝ 90匹 紅サシ 浅い所が好反応

11/23 前島新波止 サヨリ ウキ釣り 18～25㎝ 15匹 アミエビ 遠投した方が型が良い

11/23 宇野港周辺 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 満潮前後の釣果

11/23 玉島周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 10匹 アミエビ -

11/23 通生港 キス ちょい投げ 20㎝ 20匹 砂虫 エサ取りは少ない

11/23 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 20匹 スパイラルサンマ -

11/24 吉井川河口 ママカリ サビキ釣り 15～18㎝ 60匹 ママカリサビキ金針 アミを追って入ってきている

11/24 下津井波止 ヒラメ 泳がせ釣り 50㎝ 1匹 ママカリ エサのママカリは釣ったもの

11/24 前島 ヒラメ ショアジギング 35㎝ 1匹 ジグパラ40g ヤズも釣れた

11/24 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 30～50㎝ 7匹 ファラストルアー クリア系

11/25 田井新港 ベイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 30杯 シラサエビ 型も良い　エギでも可

11/25 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 -

11/25 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 45㎝ 2匹 デビルスイマーシャッド 浅場

11/26 下津井周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～4.5本 5～20匹 スパイラルサンマ 数は少ないが型はよくなっている

11/26 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 15匹 アミエビ 大きいサイズを狙うなら遠投

11/26 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 15匹 スパイラルサンマ ハモも釣れた

11/27 笠岡沖 ブリ 一つテンヤ 80㎝ 1匹 海エビ タイも釣れた

11/27 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長8～10㎝ 50杯 シラサエビ 型も良く数も釣れている

11/27 宇野港周辺 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 3匹 青虫 ジグヘッド＋青虫

11/27 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 8匹 海エビ ハヤブサ)貫撃テンヤ使用

11/28 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 25～40㎝ 5匹 海エビ テンヤは三笠を使用

11/28 真鍋島周辺 カワハギ 船胴突釣り 15㎝位 25匹 海エビのぶつ切り 潮が緩んだ時に釣れた

11/28 渋川周辺 カレイ 投げ釣り 35㎝ 1匹 本虫と青虫 ささめ)誘Vカレイ使用

11/28 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り 13㎝前後 30匹 ママカリサビキ 群れが回れば入れ食い

11/29 日生周辺 チヌ フカセ釣り 25～40㎝ 3匹 オキアミ エサ取りが多い

11/29 前島波止 サヨリ ウキ釣り 25㎝前後 13匹 アミエビ 周りの人も良く釣っていた

11/29 下津井周辺 ヒラメ ジギング 56㎝ 1匹 メタルジグ48g -

11/30 神島 ハゼ ちょい投げ 10～14㎝ 10匹 青虫 大きいサイズも混ざり始めた

11/30 与島 ヤズ ショアジギング 45㎝ 3匹 鉄板バイブ ベイトはカタクチ

11/30 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 6～10㎝ 20杯 シラサエビ ウキ釣りでも釣れる

11/30 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 -

11/30 下津井沖 マダイ タイラバ 40～55㎝ 3匹 ビンビン玉60g ネクタイはオレンジ系 チャリコはリリース

11/30 高室港 ヒラメ ショアジギング 77㎝ 1匹 メタルジグ40g -



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

10/1 田井新港 サヨリ ウキ釣り 15～18㎝ 15匹 アミエビ サヨリパワー

10/1 前島波止 カワハギ 胴突釣り 10～15㎝ 10匹 アサリ 底に落とした瞬間喰いに来る 即アワセ

10/1 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 4匹 青虫 メバルも釣れた

10/2 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 40～50㎝ 3匹 青虫 近投

10/3 夏目海岸 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 ギギも釣れた

10/3 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 26匹 青虫 ヒイラギも釣れた

10/3 牛窓沖 マダイ タイラバ 30㎝前後 15匹 2ステップTG
リリースした手の平サイズを

含めて30匹以上

10/3 下津井沖磯 アオリイカ エギング 胴長18㎝ 15杯 エギ王 金アジで良く釣れた

10/3 笠岡周辺 タイワンガザミ 投げ釣り 甲羅12㎝ 2匹 アジの切り身 これから数・型が良くなってくる

10/4 前島波止 カワハギ 探り釣り 15㎝前後 15匹 アサリ にぎってポンカワハギ専用

10/4 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 アミエビ 満潮前

10/4 小豆島沖 ツバス 船サビキ釣り 30～40㎝ 5匹 ハヤブサ)チョクリ仕掛 チャリコも釣れた

10/4 下津井沖磯 アオリイカ ティップラン トンカツ 40杯 エギ王 3号 上げ潮のタイミングに釣果集中

10/5 宇野沖 マダイ タイラバ 35～50㎝ 3匹 ビンビン玉60ｇ レッドとオレンジのネクタイ

10/5 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 チヌも釣れた

10/5 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 5杯 スクイットシーカー 25～30mの深場

10/5 夏目海岸 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 5匹 青虫 タイワンガザミが数匹 足元でポロリ

10/6 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 砂虫 ヒイラギも釣れた

10/6 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～25㎝ 8杯 スクイッドシーカー30g リアル系カラー

10/6 下津井波止 アオリイカ エギング 胴長15～20㎝ 6杯 エギ 3号 -

10/6 宇野沖 チヌ フカセ釣り 30㎝ 2匹 瀬戸内チヌ カサゴ・ベラも釣れた

10/7 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 20匹 スパイラルサンマ カラーは紫ゼブラ

10/7 前島波止 カワハギ 胴突釣り 10㎝前後 15匹 アサリ フグが多い

10/7 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 10～13㎝ 10匹 青虫 -

10/7 沙美海岸 イイダコ 投げ釣り 親指 16杯 イイやん鉛付6号 -

10/7 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 6杯～ スクイッドシーカー 少しずつサイズアップ

10/8 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 12～17㎝ 13匹 青虫 -

10/8 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10～20㎝ 15匹 青虫 -

10/8 宇野周辺 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 4匹 白チヌ -

10/8 笠岡周辺 セイゴ ルアー釣り 20～30㎝ 20匹 ファラストルアー
ミノー・シンペン・リップレス

何でも反応あり

10/9 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～17㎝ 13匹 サヨリのおやつ サヨリパワー

10/9 黒島周辺 カワハギ 船胴突釣り ～15㎝前後 6匹 ぶつ切りにした海エビ ベラが多い

10/10 前島波止 カワハギ 探り釣り 10～15㎝ 10匹 アサリ がまかつ)堤防手返しカワハギ仕掛

10/10 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 10匹 青虫 セイゴも釣れた

10/10 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 5匹 青虫 早朝

10/10 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 6杯 ダートマックス30ｇ -

10/10 総社野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝前後 1匹 ゲーリーワーム グラブ

10/11 倉敷周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 45㎝前後 2匹 自作ビッグベイト 岸沿いの浅場や流れ込み付近

10/11 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 15匹 青虫 ヒイラギやセイゴも釣れた

10/11 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 6杯 ダートマックス スーパーアジゴールド

10/12 笠岡周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 30匹 アミエビ サシエが大きいと喰いが悪い

10/12 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 53㎝ 1匹 自作ビッグベイト 水面よりほんの少し下を巻く

10/12 前島波止 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 3匹 オキアミ エサ取りが多い

10/12 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 6～20㎝ 15匹 青虫 河口狙い

10/12 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本 7匹 スパイラルサンマ 小潮まわりが良い

10/13 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 46㎝ 1匹 自作ビッグベイト 流れ込み絡みの護岸を巻く

10/13 サノヤス ベラ ちょい投げ 10㎝ 3匹 砂虫 カワハギとカサゴも釣れた

10/14 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 ヒイラギも釣れた

10/14 虫明 イイダコ ちょい投げ 親指 6杯 イイやん タコスイベル

10/14 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 5匹 青虫 早朝

10/14 下津井波止 ハマチ ショアジギ 60㎝ 1匹 ジグパラ40ｇ アコウも釣れた

10/14 玉島E地区 セイゴ ちょい投げ 15～15㎝ 3匹 青虫 夜釣り

10/15 玉野周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 40匹 アミエビ サヨリパワー

10/15 玉島E地区 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 メバルも釣れた

10/15 玉島周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 4匹 青虫(太) -

10/16 笠岡沖 マダイ タイラバ 40～50㎝ 5匹 オレンジ系 マゴチも釣れた

10/16 前島波止 カワハギ 探り釣り 10㎝前後 4匹 アサリ ウマズラも釣れた

10/16 吉井川河口 ハゼ ウキ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 -

10/16 玉島周辺 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 4匹 青虫 カサゴも釣れた

10/16 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 40匹 スパイラルサンマ 数も型も良い

10/17 前島波止 ウマズラハギ 胴突釣り 15㎝前後 20匹 青虫 小型のアイゴやフグが多い

【岡山地区 10月】



10/17 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 5杯 スクイッドシーカー35g 赤テープ スギカラー

10/17 下津井沖 アオリイカ ティップラン ～胴長22㎝ 13杯 ダイワ)エメラルダスボート2 -

10/17 笠岡周辺 アナゴ ちょい投げ 30㎝前後 4匹 青虫 ハゼ6匹・セイゴ3匹

10/18 新岡山港 ヒラメ 投げ釣り 40㎝前後 2匹 青虫 セイゴ狙い

10/18 宇野周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 7匹 青虫 サイズは小さい

10/18 渋川 ギザミ ちょい投げ 10～20㎝ 20匹 砂虫 -

10/18 下津井周辺 青物 ショアジギ 40～60㎝ 2匹 ロデム グローキス

10/19 笠岡周辺 イイダコ イイダコスッテ ピンポン玉 10匹前後 イイダコショット レッドヘッド 釣れる場所にムラあり

10/19 下津井沖 ハマチ ショアジギ 45～65㎝ 4匹 メタルジグ40g ヤズも釣れた

10/19 前島波止 チヌ フカセ釣り 38㎝ 1匹 チヌベスト エサ盗りが多い

10/19 笠岡周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝ ５匹 青虫(太) カニも釣れた

10/20 千屋ダム ワカサギ 胴突釣り 6～10㎝ 10匹 紅サシ 釣り公園では30~100匹も

10/20 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 15匹 スパイラルサンマ 潮が小さい方が良い

10/20 児島周辺 ハマチ ルアー釣り 62㎝ 1匹 ロデム4インチ ヒラメ狙い

10/20 玉島港 カニ 投げカニ網 10～12㎝ ３匹 冷凍アジ サイズは小さい

10/21 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 25匹 アミエビ マキエは多めに

10/21 新岡山港 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 セイゴも釣れた

10/22 下津井沖 アオリイカ エギング 胴長15～20㎝ 5杯 エギ王Kシャロー 数は減ってきたが型は良い

10/22 前島波止 サヨリ ウキ釣り 18㎝前後 20匹 アミエビ グレパワーV9

10/22 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 青虫 メバルも釣れた

10/22 児島周辺 キス 投げ釣り 20㎝ 1匹 砂虫 チャリコも釣れた

10/22 下津井周辺 ヤズ ショアジギ 40㎝前後 3匹 直伝ジグ 28g

10/23 下津井沖 グレ フカセ釣り 25～33㎝ 6匹 グレジャンボ 木っ端グレ多数

10/23 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 20匹 スパイラルサンマ 午前中の釣果

10/23 大室港 ハマチ ジギング 65㎝ 1匹 ジグ 28g -

10/24 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本 30～40匹 サンマ 30～40号

10/24 笠岡沖 ヤズ のませ釣り 60㎝ 3匹 アジ・サッパ アコウも釣れた

10/24 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 40匹 アミエビ サヨリパワー

10/24 小豆島周辺 ヤズ 落とし込み 50㎝前後 15匹 イワシ アジよりイワシの方が喰いが良い

10/24 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本 20匹 スパイラルサンマ ダイワ)快適タチウオテンヤ

10/24 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り えんぴつ 50匹 堤防マキエ＋アミエビ HPへ

10/24 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～3.5本 40匹 スパイラルサンマ 船全体でも良く釣れた

10/25 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 50匹 スパイラルサンマ テンヤは30号

10/25 小豆島周辺 マダイ 落とし込み 50㎝前後 6匹 イワシ 40㎝前後のアコウも3匹

10/25 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 -

10/25 笠岡周辺 イイダコ 投げ釣り ゴルフボール 20匹 イイやん HPへ

10/25 黒崎漁港 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 40匹 サシアミ 数が釣れ出した

10/26 笠岡周辺 イイダコ イイダコスッテ ゴルフボール 8匹 イイダコショット イイやん
群れが小さく固まっている

探せば釣れる

10/26 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～4本 17匹 スパイラルサンマ アタリはあるが乗らないものが多い

10/26 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 10匹 青虫 エサ取りが多い

10/26 小豆島周辺 ハマチ・ブリ 落とし込み ～86㎝ 6匹 イワシ
金針のサビキの方が

エサになるイワシの掛かりが良い

10/26 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 100匹以上 スパイラルサンマ テンヤは30号Wフック

10/26 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り 15㎝ 40匹 堤防マキエ 3時間の釣果

10/27 小豆島周辺 タチウオ ジギング 指2～3.5本 50匹 ブランカジグ100g 持って帰れたのは10匹ほど

10/27 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 60匹 スパイラルサンマ ダブルフック

10/27 下津井周辺 ヤズ ショアジギ 50㎝前後 3匹 直伝ジグ ブルーピンク

10/27 下津井周辺 ハマチ ショアジギ 60㎝前後 1匹 ジグパラ40ｇ -

10/28 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 70匹 ダイワ)快適タチウオテンヤ 30～40号 ダブルフック 入れ食い状態

10/28 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 49㎝ 1匹 自作ビッグベイト 表層をゆっくり漂わせる

10/28 小豆島周辺 マダイ タイラバ 40㎝前後 3匹 2ステップTG 底から5ｍ以内

10/28 小豆島周辺 タチウオ ジギング 指3本 20匹 太刀魚スラッガー -

10/28 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り えんぴつ 35匹 サヨリのおやつ -

10/29 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝前後 1匹 ビッグクローラーベイト 水面で反応あり

10/29 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 3匹 青虫 ハゼやヒイラギも釣れた

10/29 玉島周辺 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 5匹 速釣ダンゴ マダイも釣れた

10/30 倉敷市内河川 ブラックバス ルアー釣り 20～30㎝ 7匹 ジグヘッド＋スイングインパクト 1ヶ所で連発

10/30 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 10匹 青虫 -

10/30 宇野沖 アオリイカ ティップラン 200～800g 9杯 スクイッドシーカー35g コウイカも1杯

10/30 玉島周辺 ヒラメ キャスティング 61㎝ 1匹 メタルジグ 当たりは多い

10/31 笠岡沖 ハマチ ジギング 60㎝ 6匹 ジャックアイ40ｇ イワシカラー

10/31 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 -

10/31 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3本前後 52匹 スパイラルサンマ 40号のシングルフック

10/31 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 5杯 エギ番長 3.5号

10/31 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 70匹 快適タチウオテンヤ30号 -



日付 場所 魚種 釣り方 サイズ 釣果
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9/1 前島新波止 小アジ サビキ釣り 15㎝前後 100匹～ アミエビ 入れ食い

9/1 旭川河口 ハゼ 探り釣り 10㎝前後 12匹 青虫 -

9/2 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30匹 青虫 型は小さいが数釣れだした

9/2 玉島周辺 ハゼ ウキ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 こまめにウキ下を変えた

9/2 玉島周辺 イイダコ ルアー釣り 親指 3匹 イイやん 遠投

9/3 前島新波止 チヌ ダンゴ釣り 20～30㎝ 5匹 生ミック オキアミでも釣れた

9/3 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 15匹 青虫 喰いが悪い時は少し誘う

9/3 沙美海岸 イイダコ 探り釣り 小型 10杯 イイやん オモリは5号

9/3 サノヤス サヨリ ウキ釣り えんぴつ 20匹 サヨリのおやつ 満潮時の釣果

9/4 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 20匹 青虫 セイゴも釣れた

9/4 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 15～25㎝ 3匹 青虫 ハゼも釣れた

9/4 玉島周辺 チヌ フカセ釣り 35～45 3匹 チヌパワーVSP マダイも釣れた

9/5 小串周辺 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 3匹 オキアミ チヌパワームギSPを使用

9/5 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 近投

9/5 サノヤス サヨリ ウキ釣り えんぴつ 15匹 サヨリのおやつ -

9/5 下津井沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 7匹 オレンジ系 船全体で良く釣れた

9/6 宝伝周辺 豆アジ サビキ釣り 10㎝前後 15匹 アミエビ 朝マズメ

9/6 前島波止 サヨリ ウキ釣り 10㎝前後 10匹 サヨリのおやつ 遠投

9/6 沙美周辺 イイダコ 探り釣り 親指 5杯 イイダコショット イエロー

9/6 下津井周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 30匹 サヨリのおやつ サヨリパワーを撒く

9/6 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 10匹～ 青虫 型も良くなってきた

9/7 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 8～15㎝ 30匹 青虫 チヌも釣れた

9/7 旧岡山港 チヌ チニング 40㎝位まで 3匹 パワーグラブ ネガカリノタテ7g

9/7 E地区周辺 イイダコ 探り釣り 小型 10杯 イイやん
オモリは6号

釣れる場所ではポロポロと釣れる

9/7 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 6匹 海エビ メジャー)げんこつかぶら10号

9/8 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 50㎝前後 2匹 青虫 満潮時の釣果

9/8 直島波止 サヨリ 探り釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ ママカリも釣れた

9/8 前島波止 ｱｼﾞ サビキ釣り 10～12㎝ 50匹 アミエビ サヨリも釣れた

9/9 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 30匹 青虫 満潮前後

9/9 牛窓港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 移動しつつ際を探る

9/9 高梁川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 5匹 青虫 -

9/10 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 10～15㎝ 50匹 アミエビ マキエはしっかり撒くこと

9/10 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 少し巻いて止めての繰り返し

9/10 サノヤス カサゴ 探り釣り 15㎝前後 4匹 青虫 -

9/11 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 20～35㎝ 3匹 バンザイ太郎2インチ 満潮からの引き始め

9/11 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 セイゴも釣れた

9/11 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り 親指～ピンポン玉 60杯 誠和)イイダコジグ ホワイトカラー

9/11 下津井沖 アジ サビキ釣り 20㎝前後 20匹～ アジサビキ 群れに当たれば入れ食いに

9/12 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 5匹 青虫 タケノコメバルも釣れた

9/12 前島波止 サヨリ ウキ釣り 10㎝前後 30匹 アミエビ 群れが離れない様にしっかり撒く

9/12 与島 アオリイカ エギング コロッケ 10杯 エギ王LIVE2.5号 -

9/13 宇野周辺 サヨリ ウキ釣り 10～20㎝ 20匹 サヨリのおやつ サヨリパワーを使用

9/13 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 5匹 青虫 チヌやハゼも釣れた

9/13 児島周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 10匹 アミエビ 朝マズメ

9/13 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 11匹 青虫 午前中の釣果

9/13 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り 親指 60匹～ タコ掛けパール イイダッコでも釣れた

9/14 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り 親指 10～30匹 イイダコ無双 漁師とトラブらないように！

9/14 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 10～16㎝ 20匹 青虫 チヌも釣れた

9/14 子父雁周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 8匹 青虫 夕マズメ

9/14 旭川ダム ブラックバス ルアー釣り 30～40㎝ 4匹 ダウンショット 水温が安定した場所が良い

9/14 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り 親指 60～100杯 誠和)イイダコジグ どの色でも好反応

9/15 笠岡沖 マゴチ タイラバ 50㎝前後 1匹 2ステップTG 60g オレンジ系

9/15 下津井周辺 アオリイカ エギング コロッケ 10杯 ダートマックス2.5号 朝マズメ

9/15 下津井周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 25匹 アミエビ 朝マズメ

9/16 笠岡周辺 イイダコ 探り釣り ピンポン玉 6～12杯 イイやん チャートオレンジヘッド

9/16 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 10～30匹 スパイラルサンマ 釣れ始めた

9/16 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 早朝の釣果

9/16 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 干潮

9/17 下津井沖 アオリイカ エギング 胴長15㎝前後 12杯 エギ王K3号 シャロー系のエギ

9/17 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 7匹 青虫 チヌも釣れた

9/17 下津井堤防 アオリイカ エギング コロッケ 3杯 エギ王LIVE2号 -

9/18 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 47㎝ 1匹 自作ビッグベイト 岸沿いの変化をゆっくり漂わせる

【岡山地区 9月】



9/18 前島波止 ウマズラハギ 胴突釣り 20㎝位 10匹 アサリ 波止際に付いている

9/19 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 8～15㎝ 20匹 青虫 潮が動いている時間が良い

9/19 宇野沖 アオリイカ ボートエギング 手の平 50杯～ エギ王LIVEなど エギは何を使っても好反応

9/20 小豆島沖 ハマチ 落とし込み 40～60㎝ 5匹 ハヤブサ)青物チョクリ ハリスは8号

9/20 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 13匹 青虫 足元でも釣れた

9/20 小豆島沖 青物 ジギング 30～50㎝ 4匹～ メタルジグ イワシがベイトになっている

9/21 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30~60㎝ 11匹 海エビ 8～10号

9/23 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 12匹 青虫 ヒイラギも釣れた

9/23 下津井沖 マダイ タイラバ 40～45㎝ 8匹 自作タイラバ 短時間の釣果

9/23 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 10～12㎝ 20匹 青虫 少し根掛かりがある所で良型が釣れた

9/24 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 5匹 オキアミ 麦黒鯛を使用

9/24 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 2匹 青虫 セイゴやチヌも釣れた

9/24 下津井堤防 アジ ウキ釣り 18～20㎝ 15匹 青虫 サビキ釣りでサバも釣れた

9/24 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30匹 青虫 ハゼに本気じゃけぇ仕掛での釣果

9/25 前島新波止 カワハギ 探り釣り 15㎝前後 20匹 本虫・アサリ 干潮からの満ち上がり

9/25 宇野港周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 7匹 青虫 メバルも釣れた

9/25 総社野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝前後 3匹 フリックシェイク 活性が上がってきた

9/26 前島新波止 サヨリ 探り釣り 15～18㎝ 20匹 アミエビ マキエはしっかり撒くこと

9/26 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 近投

9/27 倉敷周辺野池 ブラックバス ルアー釣り　 40㎝前後 1匹 自作ビッグベイト 沖の変化を探って巻く

9/27 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 セイゴも釣れた

9/27 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

9/28 笠岡周辺 チイチイイカ 探り釣り 5～8㎝ 20杯 シラサエビ ムラあり

9/28 倉敷周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 30～49㎝ 2匹 自作ビッグベイト 護岸のブレイクを通す

9/28 前島波止 カワハギ 胴突釣り 15㎝位 6匹 エビのムキミ 小さいウマズラが多い

9/28 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 13㎝前後 12匹 青虫 -

9/29 倉敷周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 45㎝ 1匹 自作ビッグベイト 岸際の浅い所を漂わせる

9/29 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 15匹 砂虫 根掛かりが多いため仕掛けを多めに

9/29 下津井沖 マダイ タイラバ 30～40㎝ 8匹 2ステップTG オレンジ系のネクタイ

9/30 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 20匹 青虫 近投

9/30 玉野沖 マダイ タイラバ 54㎝まで 5匹 2ステップTG 中層で60㎝のヤズが1匹

9/30 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長25㎝ 20杯 スクイッドシーカー パープル

9/30 下津井堤防 アオリイカ エギング コロッケ 5杯 エギ王3号 朝マズメ
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8/1 白石島 キス 投げ釣り 13～25㎝ 15匹 砂虫 夕マズメ

8/1 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝ 1匹 自作ビッグベイト 表層をデッドスローに漂わせて

8/1 子父雁 アコウ ルアー釣り ～41㎝ 3匹 バグアンツ 朝の潮止まり前後

8/1 下津井波止 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 5杯 シラサエビ エギングでも釣れた

8/1 下津井波止 マダコ タコエギ 800g前後 6杯 オオダッコ オレンジ系

8/1 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 60匹 ママカリサビキ 3時間の釣果

8/2 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 45㎝ 1匹 自作ビッグベイト 表層のただ巻き

8/2 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 キビレも釣れた

8/2 玉島周辺 アナゴ ちょい投げ 35～40㎝ 3匹 青虫 -

8/2 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 40匹 ママカリサビキ 朝マズメ

8/2 笠岡沖 アコウ 探り釣り 20～46㎝ 5匹 青虫 良型が良く釣れた

8/3 笠岡沖 マダイ タイラバ 25～55㎝ 3匹 タイラバ オレンジ系
スカートがしっかりとついている

派手目なものに好反応
65㎝のマゴチも1匹

8/3 旧岡山港 セイゴ ルアー釣り 40㎝前後 5匹 ジグヘッド シャッドテールでマイクロパターン

8/3 出崎沖 キス ちょい投げ 10～22.5㎝ 10匹 青虫 ベラやカサゴも釣れた

8/3 下津井沖 マダイ タイラバ 40～50㎝ 3匹 ビンビン玉 オレンジカーリー

8/3 サノヤス キス ちょい投げ 12㎝前後 5匹 砂虫 近投

8/3 高梁川河口 チヌ フカセ釣り 42㎝ 1匹 オキアミ -

8/4 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 10匹 青虫 セイゴも釣れた

8/4 下津井沖 キス 船釣り 16～26㎝ 20匹前後 砂虫 針は8号

8/5 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 3～12匹 海エビ TG　8～12号

8/5 見崎 タケノコメバル ルアー釣り 20㎝前後 4匹 ビームスティック 5gのアンダーショット

8/5 直島 キス 投げ釣り 10～12㎝ 20匹 砂虫 ケイムラの仕掛け

8/5 前島波止 チヌ フカセ釣り 25㎝前後 5匹 チヌベスト 平均サイズが小さくなった

8/5 玉島E地区 ベイカ エギング 10㎝前後 5杯 ナオリー オレンジ系

8/6 笠岡沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 2～5匹 2ステップTG アコウ、マゴチも釣れた

8/6 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 40～70㎝ 3匹 カメジャコ チヌも釣れた

8/6 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 7匹 青虫 近投

8/6 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 最大45㎝ 5匹 活海エビ 紅牙タイカブラ 8号赤/金がオススメ

8/7 宇野港 ベイカ ウキ釣り 11㎝前後 11杯 シラサエビ エギングでも釣れた

8/7 吉井川下流 テナガエビ ウキ釣り 10㎝前後 10匹 スルメ 去年の今頃より一回り小さい

8/7 サノヤス キス 投げ釣り 10～15㎝ 3匹 砂虫 -

8/7 下津井沖 マダイ タイラバ 最大60㎝ 6匹 オレンジ系 -

8/8 笠岡沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 3～5匹 2ステップTG オレンジ系

8/8 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 60㎝ 2匹 カメジャコ エサ取りが多い

8/8 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 夕マズメの釣果

8/8 児島周辺 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 17杯 シラサエビ エギでも反応あり

8/9 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15～18㎝ 20匹 かわせみのママカリサビキ金針 アミエビを多く撒く

8/9 子父雁波止 アコウ ルアー釣り 30㎝位 6匹 バグアンツ 今年は中々大きいサイズが釣れない

8/9 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 30～40㎝ 3匹 ローリングベイト 明かりの明暗がある場所

8/9 サノヤス キス 投げ釣り 12㎝前後 6匹 砂虫 投げてゆっくり巻く

8/9 笠岡沖 アコウ 船胴突釣り 40㎝前後 2匹 青虫 -

8/10 小串周辺 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 3匹 オキアミ スーパーブレンド 制覇チヌ

8/10 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 巻いて止めての繰り返し

8/10 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 10～15㎝ 20匹 シラサエビ -

8/10 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 最大45㎝ 3匹 活海エビ
ダイワの中井チューンの

オレンジレッドゼブラ

8/11 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 3～6匹 替乃実TG 60g

8/12 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 セイゴも釣れた

8/12 子父雁波止 マダコ ルアー釣り 約2㎏ 1杯 バグアンツ アコウ狙いで

8/12 下津井堤防 マダコ タコテンヤ 1㎏未満 4杯 オオダッコ オレンジ系

8/12 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 軽いオモリがオススメ

8/13 玉島周辺 ベイカ ウキ釣り 15㎝前後 20杯 シラサエビ ウキ釣りの方が反応が良い

8/13 坂出沖 マダイ 一つテンヤ 最大69㎝ 9匹 海エビ テンヤはオレンジ、グリーン系

8/13 宇野沖 マダイ フカセ釣り 30～40㎝ 2匹 チヌパワームギスペシャル 周りでサヨリが群れで泳いでいた

8/14 旧岡山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 バンザイ太郎 満潮前

8/14 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り ～50㎝前後 6匹 ミミズ キープサイズは3匹

8/14 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 10匹 紅牙テンヤ10号 -

8/14 玉島E地区 イイダコ ちょい投げ 親指 6杯 ヨーズリ)イイやん -

8/14 宇野港 ベイカ 探り釣り 12㎝前後 6杯 シラサエビ 数は少ないが型は良い

8/15 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 6匹 海エビ 無双真鯛貫撃TG10～12号

8/15 宇野港 ベイカ ウキ釣り 10㎝前後 15杯 シラサエビ 探り釣りでも釣れた

8/15 西宝伝周辺 ハゼ ウキ釣り 5～10㎝ 30匹 青虫 仕掛けが底に付いたら誘いをかける

【岡山地区 8月】



8/15 宇野沖 マダイ タイラバ 40㎝～ 6匹 オレンジ系 あたりも多く良く釣れた

8/16 新岡山港 ハゼ 投げ釣り 10～13㎝ 10匹 青虫 セイゴも釣れた

8/16 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 チヌが釣れた

8/16 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 10杯 シラサエビ 小型のエギでも釣れた

8/16 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 12匹 青虫 午前中の釣果

8/17 直島 キス 投げ釣り 12～16㎝ 20～30匹 砂虫 シーバスロッド

8/17 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 夕マズメの釣果

8/17 玉島E地区 ベイカ ウキ釣り 10㎝前後 20杯 シラサエビ -

8/17 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 40匹 ママカリサビキ5号 -

8/18 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30～50㎝ 3匹 青虫 満潮前

8/18 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 10～14㎝ 10杯 シラサエビ -

8/19 小串周辺 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 8匹 青虫 エサ取りが多かった

8/19 新岡山港 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 少し巻いていく

8/19 下津井波止 ベイカ エギング 10㎝前後 4杯 ナオリー 金アジが良い

8/19 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 30匹 青虫 夜釣りでの釣果、ず～っとアタリあり

8/20 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 5～7匹 青虫 夕方の釣果

8/20 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 48㎝ 1匹 自作ビッグベイト 表層より少し下をただ巻き

8/20 牛窓周辺 アナゴ ちょい投げ 30㎝位 3匹 青虫 リリースサイズのカサゴも2匹

8/20 玉島周辺 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 3匹 青虫 セイゴも釣れた

8/21 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 40㎝ 1匹 自作ビッグベイト 表層を漂わせてヒット

8/21 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 5～10㎝ 10匹 青虫 小さいサイズが多い

8/21 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～48㎝ 4匹 海エビ -

8/21 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 10匹 青虫 数が釣れ始めた

8/22 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 5～15㎝ 10匹 青虫 チヌも釣れた

8/22 前島波止 アジ サビキ釣り 10㎝前後 10匹 アミエビ 朝の釣果

8/22 下津井波止 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 10杯 シラサエビ 日によってムラがある

8/22 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 5匹 活海エビ ワニゴチも釣れた

8/23 神島周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 3匹 青虫 夜釣り

8/23 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 8～18㎝ 20匹 青虫 コチも釣れた

8/23 サノヤス マダコ タコエギ 600g前後 2杯 マルシン)タコエギ 夜釣り

8/24 牛窓周辺 アコウ ルアー釣り 40㎝ 1匹 バンザイ太郎 満潮前

8/25 笠岡沖 マアジ サビキ釣り 23～28㎝ 40匹 ピンクスキン 朝が良い

8/25 宇野周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 15杯 シラサエビ 数は少ないが型は良い

8/25 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 6～13㎝ 8匹 青虫 -

8/26 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 40～70㎝ 3～5匹 海エビ 蛍光オレンジに好反応

8/26 吉井川河口 ハゼ ウキ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 夕マズメの釣果

8/26 下津井沖 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 100匹～ ママカリサビキ 15本針

8/27 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り 15㎝前後 30～40杯 イイダコ無双針 -

8/27 新岡山港 チヌ ウキ釣り 35～40㎝ 5匹 生ミック 敷石際を流す

8/27 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 満潮時で短時間での釣果

8/27 玉島周辺 ハゼ 探り釣り 10㎝前後 10匹 青虫 岸際の足元

8/28 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 6～10匹 海エビ 8～10号

8/28 岡山周辺野池 ブラックバス ルアー釣り 47㎝ 1匹 ブルシューター 壁沿いを通して

8/28 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 5匹 青虫 ハゼも釣れた

8/28 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 10匹 アミエビ あんびっとママカリサビキ

8/28 宇野沖 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 10杯 ﾅｵﾘｰ1.5号 夜光カラーに好反応

8/29 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 50～70㎝ 6匹 青虫(太) -

8/29 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝位 30匹 サシアミ 大量に泳いでいた

8/29 玉島E地区 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 4匹 青虫 -

8/29 下津井堤防 マダイ ウキ釣り 67㎝ 1匹 青虫 メバルも20匹ほど釣れた

8/30 北木島 アオリイカ エギング コロッケ 10杯 エギ王ライブ2号 釣れ始めた

8/30 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 35～45㎝ 4匹 海エビ アコウも釣れた

8/30 前島波止 チヌ フカセ釣り 20㎝位まで 9匹 オキアミ ボラが多い

8/30 倉敷川 ブラックバス ルアー釣り 45㎝ 2匹 ドライブシャッド 岸沿い

8/30 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 最大60㎝ 5匹 活海エビ 紅牙タイカブラ 10号赤/金がオススメ

8/31 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 8～15㎝ 20匹 青虫 チヌも釣れた


