
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 田島 サバ フカセ釣り 20～25㎝ 6匹 チヌパワーDASH 早朝のチヌ狙い

12/4 芦田川河口 セイゴ ちょい投げ 35㎝ 1匹 青虫 夜釣り

12/4 田島 マダイ フカセ釣り 40㎝ 2匹 チヌパワーDASH 早朝

12/4 しまなみ沖 カワハギ 船胴突 15～22㎝ 22匹 アサリ -

12/5 田島 カワハギ 胴突釣り 15㎝前後 5～15匹 本虫 オキアミでも釣れる

12/5 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 6～10㎝ 20杯 シラサエビ ムラあり

12/8 しまなみ周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 2匹 青虫 小さいアコウも釣れた

12/9 田島沖 カワハギ 胴突釣り 15～20㎝ 20～40匹 本虫 朝の釣果

12/9 上下川 ハヤ ウキ釣り 8～16㎝ 60匹 練り餌 ハエ競技用マキエで寄せる

12/9 しまなみ メバル ルアー釣り 10～20㎝ 5匹 ファラストリップレス シーバスの方が高活性

12/10 蒲刈沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～5本 5～20匹 サンマ テンヤ30号

12/10 田島 コウイカ エギング 胴長13㎝ 3杯 瀬戸内限定エギ ピンクグロー

12/11 しまなみ沖 アコウ ぶっこみ釣り 30～50㎝ 4～8匹 コウジ -

12/11 向島 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ サヨリパワーでしっかり寄せる

12/12 鞆周辺 マダコ タコエギ 500g 1杯 オクトパスクロー -

12/12 因島沖 カワハギ 胴突釣り 15～20㎝ 10匹 アサリ 針5号

12/13 常石 メバル・ホゴ 探り釣り 15～18㎝ 10匹 シラサエビ アコウも釣れた

12/14 鞆周辺 マダコ タコエギ 500g～1.5㎏ 4杯 オクトパスDX 夕マズメの釣果

12/14 因島 カワハギ 投げ釣り 10～15㎝ 10匹 青虫 まだまだ釣れる

12/15 走島 カワハギ 胴突釣り 15～22㎝ 20～30匹 アサリ 本虫でも釣れる

12/15 横島 コウイカ エギング 胴長13㎝ 3杯 コウイカバスターRH 胴突仕掛

12/16 田島周辺 ママカリ サビキ釣り 20㎝前後 10～20匹 アミエビ 朝の釣果

12/16 横島 アナゴ 投げ釣り 30～50㎝ 4匹 サバの切り身 -

12/17 伯方島 メバル 探り釣り 20～24㎝ 5匹 シラサエビ 撒き餌はブツエビ

12/18 鞆周辺 カワハギ 胴突釣り 15㎝前後 5～10匹 アサリ 本虫でも釣れる

12/18 横島 アナゴ 投げ釣り 40㎝ 3匹 本虫 ルミカアナゴ

12/19 鞆周辺 チィチィイカ 探り釣り 5～8㎝前後 10～20杯 海エビ シラサエビでも釣れる

12/19 常石 カサゴ ウキ釣り 15～20㎝ 13匹 シラサエビ アコウ2匹、メバル2匹も釣れた

12/20 鞆周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 3～5匹 青虫 -

12/20 因島沖 アコウ 胴突釣り 35～45㎝ 6匹 海エビ 高活性、タイラバでも釣れる

12/21 鞆周辺 マダコ タコエギ 1.8㎏ 1杯 オクトパスクロー 3.5号

12/21 しまなみ周辺 アオリイカ エギング 1kg 1杯 エギ王K3.5 ドリフト！

12/23 しまなみ沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 15～30匹 サンマ 朝の釣果

12/23 鞆周辺 キス 投げ釣り 15～23㎝ 10匹 青虫 -

12/26 しまなみ沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～5本 7～15匹 サンマ 30～40号

12/28 しまなみ沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～5本 5～15匹 サンマ 快適タチウオテンヤ

12/28 箕沖 チヌ・セイゴ 投げ釣り 30㎝ 4匹 スーパーコージ 夜の満潮狙い

12/29 横島 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 本虫・サンマ ルミカアナゴ

12/31 鞆周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 10匹 青虫 チイチイイカも釣れた

【広島地区 12月】



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 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 40～55㎝ 2～3匹 ベイルーフマニック 夜釣り

11/1 大三島 キス 投げ釣り 12～25㎝ 30匹 砂虫 -

11/2 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ 朝の釣果

11/2 しまなみ周辺 ヤズ ショアジギング 60㎝ 2匹 メタルマル60g 釣り人が多い

11/4 福山港 サバ ちょい投げ 15～20㎝ 5～7匹 青虫 メバル狙い

11/4 しまなみ周辺 カワハギ 胴突釣り 12～15㎝ 30匹 青虫 底にカワハギ、中層にウマズラ

11/6 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 2匹 ミノー 夕マズメの釣果

11/6 向島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 チヌパワーDASH エサ取りのカワハギが多い

11/7 走島沖 カワハギ 胴突釣り 15～20㎝ 10匹前後 アサリ 本虫でも釣れた

11/7 江の川 ハヤ ウキ釣り 10㎝ 150匹 練り餌 マキエで寄せて釣る

11/8 鞆周辺 ベラ ちょい投げ 18～20㎝ 10匹 青虫 朝の釣果

11/8 田島 セイゴ ウキ釣り 30㎝前後 3匹 青虫 20～40㎝級が回遊

11/9 田島周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ ママカリサビキ

11/9 蒲刈沖 タチウオ ジギング 指3～4本 10匹 ブランカジグ テンヤよりジグに好反応

11/10 福山港 シーバス ルアー釣り 40～60㎝ 2匹 アピア)タムタラ130 夜の釣果

11/10 しまなみ周辺 カワハギ 投げ釣り 12～20㎝ 15匹 青虫 小ダイも釣れた

11/11 三原沖 アコウ タイラバ 30㎝ 2匹 2ステップTG 60g

11/12 しまなみ周辺 メバル メバリング 23～25㎝ 4匹 アジリンガー 磯での釣果

11/13 田島 キス 投げ釣り 5～15㎝ 5～15匹 砂虫 朝の釣果

11/14 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 30～40㎝ 3匹 ガルバスリム80S 夜釣り

11/14 内海周辺 サバ サビキ釣り 25㎝前後 5匹 アミエビ ピンク色のサビキ

11/15 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 10匹 海エビ(小) シラサエビでも釣れる

11/15 しまなみ周辺 ヤズ ショアジギング 40㎝ 1匹 40gのブルピン ムラあり

11/16 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50匹 ママカリサビキ エサはアミエビ

11/17 しまなみ沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～60㎝ 3～10匹 TGベイト120g 朝の釣果

11/18 福山港 シーバス ルアー釣り 50～60㎝ 2匹 セットアッパー125S 夜釣り

11/19 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 5～8㎝前後 10～20杯 海エビ 1.5号のエギでも釣れた

11/19 田島 コウイカ エギング 10㎝前後 3杯 瀬戸内限定 ピンクグロー

11/20 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 1～2匹 コスケ110F 夜釣り

11/20 向島 ヤズ ショアジギング 60㎝ 2匹 メタルマル40g ナブラ打ち

11/21 横島 チヌ フカセ釣り 35～43㎝ 4匹 白チヌ 夜釣り

11/22 内海周辺 カワハギ 胴突釣り ～13㎝ 30匹前後 青虫 徐々に大きくなってきた

11/23 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 2匹 ラムタラバデル105 夜の釣果

11/24 田島沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 1匹 海エビ 6～8号

11/24 田島 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 8匹 シラサエビ アコウも釣れた

11/25 田島沖 カワハギ 胴突釣り 15～20㎝ 10匹 アサリ 本虫でも釣れる

11/25 内海周辺 カワハギ 胴突釣り 12～15㎝ 18匹 青虫・本虫 潮が動いているときが良い

11/26 箕沖 サヨリ ウキ釣り 20㎝ 30匹 サシアミ サヨリパワー+アミエビ しっかり撒く

11/27 横島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 1匹 チヌパワーDASH エサ取りが非常に多い

11/28 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 2匹 ベイルーフマニック 夜の釣果

11/28 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 5～8㎝ 30杯 スッテ・シラサ 広範囲を探ると釣果UP

11/29 田島 カサゴ　 探り釣り 13～18㎝ 5匹 青虫 胴突仕掛を投げて探る

【広島地区 11月】



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 鞆周辺 チヌ ダンゴ釣り 42㎝ 1匹 ニュー赤ダンゴチヌ 昼の釣果

10/1 しまなみ周辺 タチウオ ワインド 指2.5～3.5本 3匹 コーモラン スパーク85 夜光

10/2 田尻 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 50匹前後 青虫 昼の釣果

10/2 内海周辺 アオリイカ エギング 10～15㎝ たくさん エギ王 イワシ タコとコウイカも釣れた

10/3 鞆周辺 小イワシ サビキ釣り 10㎝前後 50匹 アミエビ -

10/4 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 10～15匹 アミエビ サヨリパワー

10/4 尾道水道 アオリイカ エギング 10㎝前後 10杯 エギ王Ｋ 小型のイカが多い

10/5 田島周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 アンビットママカリサビキ5号 朝の釣果

10/5 向島 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 2匹 BチヌⅡ エサ取りが多い

10/6 鞆周辺 カワハギ ちょい投げ 15㎝前後 10~15匹 青虫 胴突仕掛

10/6 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 12～19㎝ 20匹前後 青虫 ハゼ仕掛け

10/7 田尻 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30匹 青虫 朝の釣果

10/7 内海周辺 アオリイカ エギング 胴長15～20㎝ １杯 エギ王 アジ系カラー コウイカも釣れた

10/8 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹前後 アミエビ ママカリサビキ

10/8 横島 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 3匹 白チヌ 昼の釣果

10/9 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹前後 アミエビ ママカリサビキ

10/9 佐島 カワハギ 胴突釣り 10㎝ 20匹 青虫・オキアミ 20㎝級も釣れた

10/10 田島 アコウ 探り釣り 25㎝ 2匹 シラサエビ・青虫 カサゴも釣れた

10/11 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20～40匹 アミエビ ママカリサビキ

10/11 因島 アオリイカ エギング 15～20㎝ 3杯 エギ王 3.5号

10/12 因島 キス 投げ釣り 15～25㎝ 10匹 砂虫 エサ取りが多い

10/13 走島沖 サバ サビキ釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ ママカリサビキ

10/13 倉橋島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 7匹 スパイラルサンマ アタリが渋い

10/14 弓削島 アジ アジング 20㎝前後 10匹 一誠)スパテラ 2インチ

10/14 竹原 アジ アジング 20～25㎝ 10～15匹 クリアー系のワーム べた底狙い サバも釣れた

10/15 倉橋島沖 タチウオ ジギング 指3～4本 20～50匹 ヤマシタ)バイラバイラ 100g

10/16 鞆周辺 カワハギ ちょい投げ 10～15㎝ 6～10匹 青虫 昼の釣果

10/18 鞆周辺 マダコ タコエギ 500g 1杯 オクトパスクロー 夜の釣果

10/18 しまなみ アオリイカ エギング 胴長15～25㎝ 6杯 エギ王 3号 レッド系

10/18 しまなみ沖 カワハギ 船胴突釣り 20㎝前後 15匹 アサリ 集魚板をつけた方が喰いが良い

10/19 鞆周辺 キス 投げ釣り 15～23㎝ 5～10匹 青虫 -

10/20 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 10匹前後 アミエビ サヨリパワー

10/21 芦田川河口 スズキ ルアー釣り 60～70㎝ 2匹 ドーバー120F 夜の釣果

10/21 鞆周辺 キス 投げ釣り 15～20㎝ 6匹 砂虫 ハゼも釣れた

10/22 田島 サバ サビキ釣り 25㎝前後 30匹 アミエビ ママカリサビキ

10/22 因島 アオリイカ エギング 15㎝ 3杯 餌木蔵スケスケ2.5号 ブルー夜光ブロー

10/23 田島 アジ サビキ釣り 15㎝ 15匹 アミエビ 小アジ専科

10/25 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 15～20匹 アミエビ サヨリパワー

10/25 鞆周辺 カワハギ 投げ釣り 10～25㎝ 15匹 青虫 チャリコも釣れた

10/27 鞆周辺 タコ タコエギ 300g～1㎏ 5杯 オオダッコ 朝の釣果

10/28 芦田川河口 セイゴ ルアー釣り 40~50㎝ 2匹 IP　レアメタル 夜の釣果

10/29 鞆周辺 アコウ 探り釣り 25㎝ 2匹 砂虫 マダコも釣れた

10/30 田島 サバ サビキ釣り 15～20㎝ 15～20匹 アミエビ ママカリサビキ

10/30 因島 マダイ 投げ釣り 10～15㎝ 20匹 青虫 カワハギも釣れた

10/31 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 20～40匹 アミエビ ママカリサビキ

【広島地区 10月】



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

9/1 内海 チヌ ダンゴ釣り 25㎝ 3匹 Gクリル 赤ダンゴチヌ

9/2 内海周辺 アジ サビキ釣り 10～12㎝ 20匹 アミエビ ママカリサビキ

9/3 内海 アオリイカ エギング コロッケ 3杯 エギ王2号 -

9/3 とびしま海道 アコウ 探り釣り 25～40㎝ 5匹 青虫 良型のメバルも釣れた

9/4 内海 チヌ ダンゴ釣り 25㎝ 2～4匹 Gクリル 赤ダンゴチヌ

9/4 内海 キス ちょい投げ 12～16㎝ 5匹 砂虫 -

9/5 しまなみ周辺 アオリイカ エギング コロッケ～ 9杯 エギ王LIVE2.5号 チラツキイワシ

9/6 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 30匹 青虫 昼の釣果

9/6 田島 コウイカ エギング コロッケ 9杯 エギ王 アオリイカも釣れた

9/7 芦田川河口 ハゼ 探り釣り ～15㎝ 90匹 青虫 アタリが多い

9/7 山南川河口 ハゼ 探り釣り 10㎝ 10匹 青虫 クサフグが多い

9/8 田島周辺 キス ちょい投げ 15㎝前後 8匹 青虫 朝マズメ

9/8 しまなみ周辺 タイ フカセ釣り 25～45㎝ 4匹 マダイホワイト 流す

9/9 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 10～12㎝ 15匹前後 アミエビ アジも釣れた

9/10 鞆周辺 チヌ ダンゴ釣り 27㎝ 1匹 オキアミ ニュー赤ダンゴチヌ

9/11 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 20㎝前後 20～30匹 アミエビ -

9/12 鞆周辺 キス ちょい投げ 15～20㎝ 5～10匹 青虫 夕方の釣果

9/13 福山港 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 20匹 青虫 朝の釣果

9/13 大崎上島 アジ サビキ釣り 15～28㎝ 10匹 アミエビ 小サバが多く邪魔をする

9/14 鞆周辺 アオリイカ エギング コロッケ 6杯 エギ王 コウイカも釣れた

9/15 鞆周辺 チィチィイカ 探り釣り 10㎝前後 30～50杯 海エビ(小) -

9/15 しまなみ周辺 アオリイカ ボートエギング コロッケ～トンカツ 10杯 エギ王2.5号 3時間程の釣果　アジカラー

9/16 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝ 50匹 青虫 朝の釣果

9/17 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 30杯 海エビ(小) -

9/18 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 10～20杯 海エビ 夜釣り

9/18 向島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 チヌパワーDASH フカセ釣りの後でアオリイカ

9/19 鞆周辺 キス ちょい投げ 15㎝ 10匹 青虫 昼の釣果

9/19 内海周辺 アオリイカ エギング コロッケ 10杯 エギ王K コウイカも釣れた

9/20 鞆周辺 イワシ サビキ釣り 10㎝前後 50～70匹 アミエビ ママカリサビキ

9/20 箕沖 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 型は小さいが数は釣れた

9/20 しまなみ周辺 アオリイカ エギング コロッケ 12杯 エギ王K 新色ケイムラカラー

9/22 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 -

9/23 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 2匹 シマノ)サイレントアサシン99F 夕マズメ

9/23 田島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 3匹 チヌパワーDASH 早朝の暗い時間が良い

9/24 鞆周辺 アジ サビキ釣り 10㎝前後 5～10匹 アミエビ 豆アジ

9/24 因島 アオリイカ エギング 10㎝ 6杯 エギ王K 早朝に反応が良い

9/25 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 -

9/26 鞆周辺 キス ちょい投げ 15㎝前後 5～10匹 砂虫 オリジナル)キス仕掛7号

9/26 山南川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 フグが多いため仕掛けを多めに

9/27 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 50匹 青虫 昼の釣果

9/27 横島 アオリイカ エギング 胴長10～13㎝ 5杯 エギ王K2.5号 グリーン

9/28 倉橋島沖 タチウオ ジギング 指2～4本 10～30匹 ブランカタチウオSP 100g

9/28 しまなみ周辺 アオリイカ エギング コロッケ 10杯 エギ王K 緑系

9/29 鞆周辺 アオリイカ エギング 胴長10㎝前後 4杯 エギ王2.5号 -

9/29 因島 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 2匹 冷音 早朝の釣果

【広島地区 9月】



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

8/1 田島 チヌ ダンゴ釣り 25～30㎝ 2～3匹 ニュー赤ダンゴチヌ 食い込みイエロー

8/2 しまなみ沖 マダイ タイラバ 40～50㎝ 2～3匹 2ステップTG 30～40㎝前後のアコウも2匹

8/2 向島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 チヌパワーDASH 夜のフカセ釣り

8/4 田島 キス ちょい投げ 13～15㎝ 15匹 砂虫 夕方の釣果

8/4 岩子島 アコウ 探り釣り 25～35㎝ 3匹 シラサエビ 夜釣り

8/6 田島 キス 投げ釣り 12～22㎝ 20匹 砂虫 朝まづめ

8/7 しまなみ沖 アコウ 一つテンヤ 30～50㎝ 4～6匹 海エビ げんこつかぶら8～10号

8/8 山南川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ミミズ 夕マズメ

8/9 芦田川河口 チヌ チニング 35㎝ 2匹 クレイジーフラッパー 夕方の釣果

8/9 高根島 アコウ 投げ釣り 35～42㎝ 4匹 海エビ ちょい投げ

8/10 しまなみ沖 アコウ 一つテンヤ 30～50㎝ 4～10匹 海エビ げんこつかぶら8～10号

8/10 田島 アコウ ルアー釣り 25㎝前後 1匹 ジャコバグ2.6 虫ヘッド4.5g

8/11 しまなみ沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 5匹 紅牙テンヤ カサゴ、アコウも釣れた

8/12 田島 キス ちょい投げ 13～15㎝ 15匹 砂虫 朝マズメ

8/12 岡村島 アコウ 探り釣り 30～40㎝ 5匹 青虫 -

8/12 しまなみ沖 アコウ アコテン 25～40㎝ 10匹 ブレイズテンヤ10号 マダイも3匹

8/13 福山港 チヌ チニング 35～42㎝ 2匹 クレイジーフラッパー 夕方の釣果

8/13 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 12～23㎝ 40匹 砂虫 小さいサイズが多い

8/14 箕沖 アナゴ ちょい投げ 50～60㎝ 4匹 青虫 夜釣り

8/14 坊地 コウイカ タコエギ 胴長22㎝ 1杯 オオダッコ 底ずる引き

8/16 田島 コノシロ サビキ釣り 20㎝ 10～20匹 アミエビ 朝の釣果

8/16 坊地 チヌ ダンゴ釣り 25～30㎝ ３匹 生ミック エイが多いので注意

8/17 しまなみ沖 アコウ アコラバ 25～40㎝ 5～8匹 ビッグマウス 60～80g

8/17 走島 アコウ 胴突釣り 20～35㎝ 4匹 海エビ 夜釣り、胴突き仕掛けで波止を探る

8/18 田島 コノシロ サビキ釣り 20㎝ 10匹 ママカリサビキ 朝の釣果

8/18 田島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 チヌパワーDASH 夜釣り

8/19 三原沖 マダイ タイラバ 30～60㎝ 4～8匹 2ステップTG オレンジ系

8/19 田島 カサゴ ブラクリ 12～21.5㎝ 8匹 砂虫 夜釣り

8/21 三原沖 マダイ タイラバ 30～60㎝ 4～8匹 海エビ 2ステップTG　60g

8/22 しまなみ沖 アコウ 一つテンヤ 30～60㎝ 3～8匹 海エビ 8～10号

8/23 芦田川河口 チヌ チニング 35㎝ 1匹 クレイジーフラッパー セイゴも釣れた

8/24 しまなみ沖 マダイ 一つテンヤ 40～60㎝ 3～5匹 海エビ アコウも釣れた

8/24 向島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 2匹 BチヌⅡ 夜のフカセ釣り

8/25 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～65㎝ 3～5匹 海エビ 8～10号

8/27 内海 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 3匹 チヌパワーVSP 夕方の釣果

8/28 鞆周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 早朝

8/29 内海 アジ サビキ釣り 10㎝ 20匹 アミエビ 夕方の釣果

8/29 箕沖 アコウ 探り釣り 25～40㎝ 3匹 青虫 夜釣り、カサゴも釣れた

8/30 田島 カマス サビキ釣り 10㎝ 20匹 アミエビ ママカリサビキ

8/31 内海 カマス サビキ釣り 10～12㎝ 30匹 アミエビ マルシン)カマスサビキ

8/31 芦田川河口 チヌ 投げ釣り 40㎝ 2匹 スーパーコージ 夜釣り、セイゴも釣れた

【広島地区 8月】


