
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 三原沖 ブリ ショアジギング 81㎝ 1匹 スメルト 40g 夕方

12/2 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ -

12/3 田島 キス 投げ釣り 18～23㎝ 12匹 砂虫 渋くなったが釣れると大型が多い

12/3 鞆周辺 チイチイイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 25杯 エメラルダスライト2 1.5号

12/4 三原沖 カワハギ 船胴突 16～20㎝ 10～23匹 アサリ カワハギゲッチュがおすすめ

12/4 尾道周辺 メバル メバリング 18～25㎝ 10匹 エコギア 底を狙えばサイズが出る

12/5 内海周辺 ギザミ 投げ釣り 20㎝前後 10匹 青虫 -

12/6 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30～50匹 アミエビ ママカリサビキ7号

12/7 田島周辺 チイチイイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 10～20杯 リトルシャン 1.5号 -

12/7 因島 カワハギ 投げ釣り 20㎝前後 8匹 アサリ 遠投でアタリを拾う

12/8 尾道周辺 メバル ウキ釣り 13～20㎝ 10匹 シラサエビ 潮どまりが時合

12/9 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 40杯 シラサエビ スナメリがいる日は釣れない

12/10 鞆周辺 カサゴ 探り釣り 15～23㎝ 12匹 青虫 アコウは混ざらなくなってきた

12/11 因島 カレイ 投げ釣り 35㎝ 1匹 本虫・青虫 エサ取りが多い

12/12 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 海エビ(小) -

12/12 尾道沖 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 8匹 激濁り エサ取りが減ってきた

12/13 田島 サヨリ ウキ釣り 18～22㎝ 18匹 アミエビ
遠投するとサイズアップ

だんだん釣れなくなっている

12/14 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 12～15㎝ 20匹 アミ姫 カワセミ)ママカリ金5号使用

12/14 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 60㎝ 3匹 にょろにょろ105 クリア

12/15 尾道水道 メバル 探り釣り 13～18㎝ 10匹 シラサエビ タナは深め

12/16 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 30匹 アミエビ 朝の釣果

12/16 芦田川河口 セイゴ・チヌ 投げ釣り 30～50㎝ 3匹 青虫(大) カレイ狙い

12/18 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30～40杯 シラサエビ -

12/18 向島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 激濁り+ダッシュ 底狙い

12/19 田島 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 6匹 シラサエビ 昼間

12/22 尾道水道 メバル 探り釣り 15～20㎝ 10匹 シラサエビ チイチイイカもいた

12/24 田島 サヨリ ウキ釣り 30㎝ 5匹 遠投サヨリ 5号 遠投

12/24 田島 カサゴ 胴突釣り 15～20㎝ 6匹 モロコ タイムオリジナル)赤メバル

12/24 因島 メバル メバリング 15㎝前後 40匹 スクリューテール ちょっと沈めて漂わすとヒット

12/25 福山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 アーバンクローラー2.5 デイゲーム

12/25 田島 チイチイイカ エギング 胴長10㎝前後 20杯 ナオリー 1.8号 オレンジグロー

12/26 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ -

12/26 横島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 2匹 本虫・青虫 早朝　カレイ狙い

12/27 とびしま海道 アジ アジング 28~32㎝ 10匹前後 尺アジリンガー クリアー系

12/28 鞆周辺 チヌ フカセ釣り 35～49㎝ 5匹 ナンバー湾チヌⅡ -

12/28 芦田川河口 セイゴ 投げ釣り 40㎝ 1匹 スーパーコウジ 夜釣り

12/29 福山港 シーバス ルアー釣り 60㎝ 1匹 ソマリ 90 ナイトゲーム

12/30 尾道水道 カサゴ メバリング 15～20㎝ 15匹 スクリューテール 1.5～2gのジグヘッドで底狙い

12/31 鞆周辺 チイチイイカ エギング 胴長10㎝前後 30杯 ナオリー 1.5号 底付近で釣れた

【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

11/2 しまなみ沖 アオリイカ ティップラン 300～600g 3杯 スクイッドシーカー -

11/2 しまなみ アオリイカ エギング 300～500g 2杯 エギ王K3号 ルアー釣りでシーバスも

11/3 走島沖 カワハギ 船胴突 15～25㎝ 10匹前後 アサリ -

11/4 走島沖 ナゴヤフグ 船胴突 ～25㎝ 8匹 サバ切身 ベラ、カワハギも釣れた

11/4 内海周辺 コウイカ エギング 胴長10～15㎝ 3杯 コウイカバスター オレンジ

11/5 鞆 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 100～200匹 ママカリサビキ4号 -

11/5 横島 チヌ フカセ釣り 45㎝ 1匹 白チヌ エサ取り多い

11/6 福山港 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 ローリングベイト ナイトゲーム

11/6 横島 コウイカ エギング 胴長8㎝ 6杯 エギ王K3号 アオリも1匹

11/7 福山港 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 15匹 砂虫 渋くなってきた

11/8 芦田川河口 チヌ ルアー釣り ～35㎝ 3匹 邪道)レイン 14g チャート系

11/8 田島 コウイカ エギング 胴長10㎝ 4杯 コウイカバスター 早朝が時合

11/9 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 60～70㎝ 3匹 レイン 14g デイゲーム

11/9 しまなみ沖 カワハギ 船胴突 13～20㎝ 24匹 冷凍アサリ バクバクソルトを使用

11/10 三原沖 カワハギ 船胴突 17～25㎝ 10～20匹 アサリ 鉛25号使用

11/10 横島 アオリイカ エギング 500g 1杯 エギ王K3号 ドリフト！ドリドリ

11/11 横島 ヤズ ショアジギング 60㎝ 1匹 メタルアディクト06 ナブラ！！！

11/12 内海周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 50杯前後 海エビ(小) -

11/12 田島 サヨリ ウキ釣り 15㎝ 40匹 アミエビ サヨリパワー

11/13 鞆周辺 チヌ ブッコミ釣り 40㎝前後 2匹 チイチイイカ 夜の釣果

11/14 内海周辺 アコウ 探り釣り 25㎝前後 4匹 青虫 -

11/15 鞆周辺 マダイ ブッコミ釣り 45㎝ 5匹 チイチイイカ チヌやハモも釣れた

11/16 内海周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝ 10～20杯 海エビ(小) ムラあり　徐々に釣果増え始めた

11/16 鞆周辺 マダコ タコエギ 1.6kg 1杯 オクトパスタップ4号 ピンク

11/17 田島 メバル ウキ釣り 13～16㎝ 5匹 シラサエビ 飛ばしウキで遠投

11/18 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 50杯前後 海エビ(小) -

11/18 因島 カワハギ 胴突釣り 15～20㎝ 5匹 アサリ アミノソルト激旨を使用

11/19 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 50匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

11/19 能登原 ワタリガニ 投げカニ網 - 2匹 サバ イシガニも釣れた

11/20 竹原 カワハギ 胴突釣り 10～18㎝ 10匹 青虫、オキアミ -

11/22 鞆周辺 チイチイイカ エギング 胴長5～8㎝ 20杯前後 ナオリー 1.5号 ナチュラル系のカラーが良かった

11/22 因島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 2匹 白チヌ エサ取りが多い

11/23 三原沖 カワハギ 船胴突 15～20㎝ 7～20匹 カワハギゲッチュ ホロ付きの鉛がオススメ

11/23 田島 マダイ ショアラバ 40㎝ 1匹 ジグラバスルー 30g マゴチも釣れている

11/24 能登原周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 30～50杯 海エビ(小) -

11/24 尾道水道 カレイ 投げ釣り 25㎝ 1匹 本虫 朝マズメ

11/25 田島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 ダッシュ エサ取りが減ってきている

11/25 しまなみ沖 カワハギ 船胴突き 15～23㎝ 12匹 冷凍アサリ 吸わせ用の針が良い

11/26 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50匹 アミエビ ママカリサビキ4号

11/26 田島 マゴチ 投げ釣り 50㎝ 1匹 本虫 カレイ狙い

11/27 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 シラサエビ -

11/27 田島 チイチイイカ エギング 胴長10㎝ 20杯 エメラルダス ライト2 夜光みかん 1.5号

11/28 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30～50 アミエビ ママカリサビキ4号使用

11/28 向島 ハマチ ショアジギング 65㎝ 2匹 CS青物キャッチャー 40g 95㎝も出た

11/29 横島 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝ 50杯前後 シラサエビ エギでも釣れる

11/30 三原沖 サゴシ SLJ 40～60㎝ 1～5匹 バーチカルTG 60g ゴールド系に好反応

【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 芦田川河口 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 100～200匹 アミエビ すくえるくらいいる

10/2 福山港 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 パンチライン80 ナイトゲーム

10/2 内海町 ハゼ ちょい投げ 12～14㎝ 15匹 青虫 小チヌやセイゴも釣れた

10/3 内海周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝ 100匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

10/5 田尻 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50～100匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

10/6 鞆周辺 イワシ サビキ釣り 10㎝前後 50～100匹 アミエビ 朝の釣果

10/6 因島 アオリイカ エギング 胴長10～15㎝ 20杯 エギ王ライブ ピンクラバー2.5号

10/7 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 40～50匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

10/7 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 13㎝ 50匹 アミエビ イワシも釣れた

10/8 因島 チヌ フカセ釣り 30㎝ 2匹 チヌパワーDASH -

10/9 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 20～30匹 青虫 朝の釣果

10/9 尾道沖 カワハギ 船胴突 15～30㎝ 5～10匹 アサリ 今年は大型が多い

10/10 鞆周辺 ヒイラギ ちょい投げ 15㎝前後 20匹 砂虫 小さめの針が良い

10/10 福山沖 キス 船天秤仕掛 15～25㎝ 30匹 砂虫 青虫でも釣れる

10/11 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 50匹 ママカリサビキ4号 ベイトねらって青物系もいついてる

10/11 内海周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 ママカリサビキ4号 カワハギも釣れた

10/12 田島 マダコ タコエギ 500～800g 2杯 オクトパスタップ オレンジ系　朝マズメの釣果

10/12 向島 サッパ サビキ釣り 13㎝ 40匹 アミエビ -

10/13 田尻 ママカリ サビキ釣り 15㎝ 100～200匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

10/13 しまなみ アオリイカ エギング 胴長15～20㎝ 7杯 エギ王K3号 満潮前後に釣果集中

10/14 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝ 10～30匹 青虫 朝の釣果

10/14 因島 サゴシ ショアジギ 50㎝ 1匹 メタルジグ40g ヤズ狙い

10/15 鞆周辺 マダコ タコエギ 200g前後 2杯 オクトパスタップ4号 夕方の釣果

10/16 田島 ヤズ ショアジギ 60㎝ 3匹 メタルジグ40g ナブラが出た

10/17 内海町 サッパ・小アジ サビキ釣り 13㎝前後 50匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

10/18 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50～100匹 ママカリサビキ4号 朝の釣果

10/19 しまなみ周辺 アオリイカ エギング 胴長20㎝ 5杯 エギ王K3号 早朝　オラオラマンゴー

10/21 三原沖 カワハギ 船胴突 20～25㎝ 10～15匹 アサリ -

10/21 田島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 2匹 チヌパワーDASH エサ取りが多いため練り餌を使用

10/22 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50～100匹 ママカリサビキ4号 朝の釣果

10/22 因島 アオリイカ エギング 20㎝ 3杯 エギ王K3号 モエモエグリーンしか勝たんっ！

10/23 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 50匹前後 アミエビ 朝の釣果

10/23 芦田川河口 ハゼ・ギギ 投げ釣り 10㎝前後 20匹 青虫 ハゼ狙いでギギもよく釣れる

10/24 弓削島 アオリイカ エギング 200g 1杯 エギ王3号 夕方の釣果

10/24 鞆周辺 マダコ タコエギ 600g 1杯 オクトパスタップ コウイカも釣れた

10/25 内海周辺 アジ サビキ釣り 15～18㎝ 10～15匹 アミエビ 夜の釣果

10/26 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 50～80匹 ママカリサビキ4号 朝の釣果

10/26 芦田川河口 チヌ ルアー釣り 35～40㎝ 3匹 バイブレーション 夜の釣果

10/27 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 20～50匹 アミエビ 朝の釣果

10/27 蒲刈周辺 アジ アジング 25㎝前後 10匹 尺アジリンガー クリア系

10/28 福山港 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 ローリングベイト ナイトゲーム

10/29 三原沖 カワハギ 船胴突 20㎝前後 5～20匹 アサリ -

10/29 内海周辺 ママカリ サビキ釣り 10～12㎝前後 60匹 金針5号 アミエビ+アジ寄せボンバー

10/30 福山港 ハゼ ちょい投げ 15～20㎝ 30匹 青虫 夕方の釣果

10/30 しまなみ沖 ハマチ ジギング 65～75㎝ 2匹 60ｇTGのメタルジグ シルバー系

10/31 向島 ハマチ ルアー釣り 60㎝ 1匹 スメルト40ｇ 朝の釣果

10/31 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 100匹前後 ママカリサビキ金針5号 マキエをしっかり撒く

【広島地区 10月】
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9/1 鞆周辺 チヌ ダンゴ釣り 30㎝ 1匹 赤ダンゴチヌ 朝の釣果

9/1 田島 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 3匹 ダッシュ
夜のフカセ釣り

昼間はエサ取りが多い

9/2 しまなみ沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～4本 30匹 冷凍イワシ メタルジグでも釣れた

9/3 福山港 シーバス ルアー釣り 40～60㎝ 5匹 サイレントアサシン99 ナイトゲーム

9/4 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 7杯 海エビ(小) -

9/4 内海周辺 アオリイカ エギング 胴長10～15㎝ 12杯 エギ王K2.5号 ランガンでの釣果

9/5 田島 アオリイカ エギング コロッケサイズ 6杯 エギ王2.5号 朝の釣果

9/5 田島 ギザミ ちょい投げ 15～20㎝ 3匹 砂虫 キスも釣れた

9/6 鞆周辺 アナゴ ちょい投げ 30～50㎝ 5匹 青虫･サンマ切り身 竿が多い人が数釣っている

9/7 鞆周辺 マダコ タコエギ 200～300g 2杯 オクトパスタップ 夕方の釣果

9/8 福山港 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 3匹 シャルダス20 ナイトゲーム

9/9 田島 アナゴ ちょい投げ 50㎝前後 3匹 青虫 -

9/10 鞆周辺 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 10匹 青虫
アタリが小さいので

柔らかい穂先が良い

9/10 しまなみ周辺 アオリイカ エギング 胴長13㎝前後 5杯 エギ王K2.5号 2.5号

9/11 芦田川河口 チヌ 投げ釣り 45～53㎝ 2匹 スーパーコウジ スズキも釣れた

9/12 福山港 チヌ チニング 25～40㎝ 2～4匹 アーバンクローラー グリーン系に好反応

9/12 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g前後 2杯 オクトパスタップ ホワイト

9/13 田島 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 15～20匹 アミエビ サシエサはサヨリのおやつ

9/15 福山港 シーバス ルアー釣り 40～55㎝ 3匹 リッパー120 ナイトゲーム

9/16 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 20～30匹 アミエビ ママカリサビキ3号

9/16 芦田川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 群れに当たれば爆釣

9/17 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 2～6匹 海エビ 紅牙タイカブラTG10号使用

9/17 尾道周辺 アオリイカ エギング 胴長20㎝ 4杯 エギ王K3号 ティップラン

9/18 福山港 チヌ チニング 30～40㎝ 3匹 アーバンクローラー グリーン系に好反応

9/18 因島 アオリイカ エギング 胴長15㎝前後 8杯 エギ王2.5号 スケスケキャンディー最高！

9/19 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 10～20匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

9/19 能登原周辺 サッパ サビキ釣り 10㎝前後 20匹 アミエビ 誰も釣らない

9/21 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝ 15匹 青虫 満潮前後が時合

9/22 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 3～6匹 サイレントアサシン99 ナイトゲーム

9/22 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 40㎝ 1匹 スーパーコウジ 10月からは禁漁

9/23 田尻港 ママカリ サビキ釣り 10～12㎝ 30～50匹 アミエビ ママカリサビキを使用

9/23 横島 アオリイカ エギング 胴長12～15㎝ 4杯 エギ王K エギ王Kパープルシャドウ2.5号

9/24 田島 サヨリ サビキ釣り 15～20㎝ 20～30匹 アミエビ ママカリサビキ4号使用

9/24 因島 キジハタ 探り釣り 30㎝ 2匹 シラサエビ ホゴも釣れた

9/25 田島 マダコ タコエギ 800g～1.2kg 2杯 サイコオクトパスDX レッドヘッド

9/25 走島 キジハタ ルアー釣り 25～35㎝ 3匹 バグアンツ3inc 根掛りが多い

9/26 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 20～30匹 青虫
3号以下の軽めのおもりの方が

アタリが多い

9/26 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 15～25㎝ 30匹 砂虫 大遠投で広く探る

9/27 田尻 ママカリ サビキ釣り 10㎝ 30匹 ママカリサビキ4号 かなりの量がわいている

9/28 芦田川河口 ママカリ サビキ 15㎝ 100～200 アミエビ ママカリサビキ4号使用

9/30 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 50～100匹 アミエビ 朝の釣果

9/30 向島 サヨリ ウキ釣り 13～15㎝ 30匹 アミエビ 撒き餌を多めに撒くこと

【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 芦田川河口周辺 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 フェイキードック70 トップゲーム　朝の釣果

8/1 芦田川 ウナギ 投げ釣り 40㎝ 1匹 ドバミミズ 竿5本で1匹

8/2 三原沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 5～8匹 　ビンビン玉TG60g 朝の釣果

8/2 田島 シーバス ルアー釣り 40㎝ 2匹 シャローアサシン フラッシュブースト99F

8/3 鞆周辺 アコウ 探り釣り ～35㎝ 6匹 青虫 2時間くらいで立て続けに釣れた

8/3 内海周辺 キス 投げ釣り 12～18㎝ 10匹 砂虫 ピンギスが多い

8/4 鞆周辺 マダコ タコエギ 300～500g 2杯 オクトパスタップ4号 夕マズメの釣果

8/4 向島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 3匹 本虫 夜釣り

8/5 三原沖 アコウ 一つテンヤ 25～40㎝ 5～8匹 紅牙タイテンヤ8号 潮が早い日は10～12号が良い

8/5 田島 マダコ タコエギ 400～600g 3杯 レッツライド3.0 オモリを追加して底を引く

8/6 箕沖 セイゴ ちょい投げ 30～40㎝ 3～8匹 青虫 夜の釣果

8/6 田島 キジハタ 探り釣り 20㎝ 2匹 青虫・シラサ
夜釣り

大きいのも当たるが取れない

8/7 鞆周辺 アナゴ ちょい投げ 50㎝前後 5匹 青虫 投げ釣り仕掛10号

8/8 内海周辺 キス ちょい投げ 15㎝前後 5匹 砂虫 夕マズメの釣果

8/9 伯方沖 アコウ 一つテンヤ 30～40㎝ 3～6匹 海エビ 紅牙タイカブラ8~10号使用。

8/10 芦田川河口 チヌ ルアー釣り 25～40㎝ 4匹 ジャクソン)鉄パンバイブ14g 25㎝サイズが多い

8/10 しまなみ方面 マダイ フカセ釣り 50㎝ 1匹 チヌパワームギSP 40㎝前後のチヌも釣れた

8/11 福山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 クレイジーフラッパー グリーン系

8/11 佐島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3.5本 1匹 イワシ まだ釣れていません

8/12 三原沖 アコウ 一つテンヤ 30～40㎝ 2～6匹 海エビ 紅牙タイカブラ8～10号

8/12 因島 チヌ フカセ釣り 25～30㎝ 5匹 オキアミ 夜釣り

8/14 福山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 クレイジーフラッパー2.8 夕マズメの釣果

8/15 芦田川河口周辺 シーバス ルアー釣り 40～50㎝ 2～3匹 カゲロウ125F 夕方の釣果

8/15 田島 マダコ タコエギ 300～600g 4杯 サイコオクトパスDX 根掛注意　

8/16 田島 キジハタ ルアー釣り 25～30㎝ 2匹 ジャコバグ2.6in 根魚玉3g #4

8/17 三原沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 2～5匹 ビンビン玉TG60g どちゃにごり

8/18 福山港 チヌ チニング 30～40㎝ 1～3匹 クレイジーフラッパー2.8 夕方の釣果

8/19 三原沖 アコウ 一つテンヤ 25～40㎝ 3～7匹 海エビ 紅牙タイカブラTG8~12号

8/19 内海周辺 ギザミ 投げ釣り 15～20㎝ 10匹 青虫 ギンポも釣れた

8/19 しまなみ沖 アコウ アコテン 20～50㎝ 3～8匹 海エビ マダイも釣れた

8/20 芦田川河口周辺 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 2匹 サイレントアサシン99Ｆ ナイトゲーム

8/20 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 12～23㎝ 15匹 砂虫 午前中の釣果

8/21 しまなみ周辺 マダイ フカセ釣り 48㎝ 1匹 オシアミ生+ボイル チヌも釣れた

8/22 芦田川河口周辺 チヌ チニング 40㎝前後 1匹 クレイジーフラッパー2.8 グリーン系

8/22 鞆周辺 チイチイイカ エギング 胴長7～10㎝ 50杯 ナオリー1.5号 オレンジ系

8/23 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 10～20匹 アミエビ ママカリサビキ金5-1.5

8/23 しまなみ周辺 ママカリ サビキ釣り 10～12㎝ 50匹 ママカリサビキ 金5号

8/24 芦田川河口 チヌ ルアー釣り 40～45㎝ 3匹 鉄板バイブ シーバスも釣れた

8/25 芦田川河口周辺 キビレ ちょい投げ 35㎝前後 1～3匹 青虫 夜の釣果

8/26 芦田川河口周辺 シーバス ルアー釣り 40～53㎝ 3匹 サイレントアサシン99 ナイトゲーム

8/27 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 2～5匹 紅牙タイカブラTG 8～10号使用

8/27 鞆周辺 アオリイカ エギング 胴長15㎝前後 1杯 エギ王K 3号 3.5号で小さいコウイカも

8/29 芦田川河口周辺 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 15～30匹 青虫 夕方の釣果

8/29 田島 キジハタ 探り釣り 25㎝ 2匹 チイチイイカ エサのチイチイイカが釣れれば！

8/30 横島 キス ちょい投げ 15～18㎝ 16匹 砂虫 ゴロタ場の沖の砂地を狙うと良い

8/30 内海周辺 キス ちょい投げ 15～26㎝ 12匹 砂虫 ワームでも釣れた

8/31 三原沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 2～11匹 ビンビン玉TG60g オレンジに好反応

8/31 田島 アオリイカ エギング 胴長10㎝ 6杯 エギ王K2.5 早朝が時合

【広島地区 8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

7/1 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 5匹 ママカリサビキ -

7/1 大崎上島 メバル 探り釣り 15～23㎝ 20匹 青虫 ワームの反応は悪い

7/2 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 5匹 ママカリサビキ4号 夕方の釣果

7/2 内海周辺 マダコ タコエギ 200g前後 2杯 オオダッコ 夜の釣果

7/2 しまなみ アオリイカ エギング 胴長30㎝ 2杯 エギ王Kシャロー 流れの中で抱いてきた

7/3 福山港 チヌ チニング 30～40㎝ 4匹 クレイジーフラッパー2.8 グリーン系に好反応

7/3 鞆周辺 キス 投げ釣り 13～20㎝ 7匹 青虫 -

7/4 大三島沖 アコウ 一つテンヤ 30～40㎝ 3～6匹 紅牙タイカブラTG 8～12号

7/4 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g前後 2～6杯 オオダッコ のりのりタコライダーで釣果UP

7/5 三原沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 4～7匹 ビンビン玉TG 60gを使用

7/5 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 70㎝ 1匹 鉄板バイブ 雨の後が狙い目

7/6 常石周辺 マダコ タコエギ 400g前後 2杯 オクトパスタップ イエロー

7/6 しまなみ沖 アコウ アコラバ 20～35㎝ 15匹 ビッグマウス80g ジグでも釣れる

7/7 阿伏兎周辺 キス ちょい投げ 12～21㎝ 25匹 砂虫 ショート超快適五目8-1.5

7/8 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 2匹 スティーズクロー3.1in グリーン系に好反応

7/8 因島 アコウ 投げ釣り 30㎝ 3匹 本虫･海エビ 3号遠投竿でちょい投げ

7/9 三原沖 マダイ タイラバ 30～60㎝ 6～17匹 ビンビン玉TG60g エビオレンジに好反応

7/10 福山港 チヌ チニング 40㎝ 1匹 スティーズクロー3.1in グリーン系に好反応

7/10 芦田川 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ドバミミズ 夕マズメにヒット

7/11 田島 キス 投げ釣り 13～20㎝ 15匹 砂虫 熱中症に注意　早朝の釣果

7/12 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 10～20匹 ママカリサビキ金5-15 ママカリも釣れた

7/12 鞆周辺 コウイカ エギング 800g 1杯 コウイカバスター 底付近をゆっくり引く

7/13 鞆周辺 セイゴ 投げ釣り 50㎝ 1匹 スーパーコウジ 青虫でキス･ギザミも釣れた

7/14 福山港 シーバス ルアー釣り 40～45㎝ 2匹 サイレントアサシン99F 夜の釣果

7/14 山南川河口 ウナギ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 ドバミミズ 小型だが釣れている

7/15 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 2匹 スティーズクロー3.1in グリーン系に好反応

7/15 竹原周辺 マダコ タコエギ 400g前後 3杯 オオダッコ 小型が数匹

7/16 しまなみ周辺 アコウ 一つテンヤ 20～40㎝ 3～5匹 紅牙タイテンヤTG 8～10号 赤金

7/16 能登原 マダコ タコエギ 300～400g 4杯 レッツライド28g 根掛りが多い

7/17 鞆周辺 マダコ タコエギ 2.4kg 1杯 オオダッコ 300～400gが多い

7/18 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 2匹 スティーズホグ3in 夕方の釣果

7/18 尾道沖 マダコ 船釣り 300g～2kg 2～6杯 タコワームリグ 数は釣れなかったが良型は釣れた

7/19 しまなみ周辺 キス 天秤仕掛 20㎝前後 30～50匹 青虫 天秤に夜光鉛を付けると釣果アップ

7/19 しまなみ周辺 カワハギ 胴突釣り 15㎝前後 10～15匹 オキアミ、本虫 ギザミも釣れた

7/20 田島 マダコ タコエギ ～1.5kg 2杯 オオダッコ オレンジグロー

7/20 芦田川河口 スズキ ルアー釣り 50～65㎝ 7匹 タックルハウス)TKLM90 レッドヘッド

7/21 三原沖 マダイ タイラバ 25～70㎝ 5～11匹 ビンビン玉TG60g オレンジ系に好反応

7/22 鞆周辺 マダコ タコエギ 300～600g 2杯 オオダッコ4号 朝の釣果

7/23 向島 キジハタ 探り釣り 20～30㎝ 5匹 シラサエビ 丁寧に探る！

7/24 大三島沖 キス 天秤仕掛 15～21㎝ 30～50匹 青虫 朝の釣果

7/25 因島 マダイ 投げ釣り 40㎝ 1匹 スーパーコージ 小型が多い

7/26 田尻港 アナゴ 投げ釣り 30～50㎝ 5匹 青虫 1本針仕掛　がま糸付流線12号

7/26 内海周辺 キス ちょい投げ 15㎝前後 8～10匹 青虫 色んな所を釣り歩いた

7/27 鞆周辺 マダコ タコエギ 300～500g 8杯 オオダッコ 全体的に小さめ

7/28 内海周辺 キス ちょい投げ 15～20㎝ 5匹 砂虫 朝の釣果

7/28 横島 キス 投げ釣り 12～18㎝ 20匹 砂虫 引き釣り　ギザミも釣れた

7/29 鞆周辺 マダコ タコエギ 300～600g 3杯 オオダッコ 朝の釣果

7/29 走島 キジハタ 探り釣り 25～35㎝ 6匹 海エビ･青虫 小型が多い

7/29 しまなみ周辺 アコウ 船胴突 ～45㎝ 15匹 海エビ 数が釣れている

7/30 因島 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 8匹 白チヌ 夜釣り

7/31 内海周辺 チヌ チニング 40㎝ 1匹 スティーズクロー3.1in 昼の釣果

【広島地区 7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

6/1 三原沖 アコウ アコテン 30～40㎝ 2～6匹 海エビ げんこつかぶら10号

6/2 鞆周辺 シリヤケイカ エギング 200～300g 1～5杯 ディープフラッシュ3号 イエローに好反応

6/3 田島 マダイ ショアテンヤ 25～32㎝ 2匹 貫撃テンヤDT6号 夕方の釣果

6/4 田島 コウイカ エギング 胴長15㎝ 6杯 ディープフラッシュ3号 胴突きで底を引く

6/5 三原沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 3～10匹 　ビンビン玉60g グリーン系に好反応

6/6 三原沖 アコウ 胴突釣り 30～40㎝ 2～8匹 イワシ オリジナルアコウ仕掛11号

6/6 因島 ヤズ ショアジギング 60㎝ 1匹 ジグパラ40g イワシ 単発でナブラが出ていた

6/7 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 10～20匹 ママカリサビキ ママカリも釣れる時がある

6/7 田島 マダイ 投げ釣り 20～25㎝ 6匹 青虫 キス狙い

6/8 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20～40匹 ママカリサビキ5号 -

6/9 福山港 チヌ チニング 35～40㎝ 4匹 クレイジーフラッパー 日中の釣果

6/9 内海周辺 コウイカ エギング 胴長15～25㎝ 3杯 エギ王K3.5号 ケイムライワシ

6/10 大三島沖 アコウ アコラバ 30～40㎝ 2～7匹 ビッグマウス80g -

6/10 内海周辺 アオリイカ エギング 500～800g 2杯 エギ王K3.5号 スケスケキャンディー

6/11 鞆周辺 チヌ ダンゴ釣り 35㎝ 1匹 赤ダンゴチヌ 朝の釣果

6/11 しまなみ周辺 マダイ タイラバ 35～69㎝ 4匹 鯛の実 オレンジゼブラ

6/12 鞆周辺 コウイカ エギング 300～500g 2杯 ディープフラッシュ3号 イエローに好反応

6/12 竹原沖 マダイ 一つテンヤ 30～60㎝ 10匹 海エビ カブラ8号　オレ金

6/13 仙酔島沖 キス 天秤釣り 18～24㎝ 50匹 青虫 8号を使用

6/13 内海周辺 コウイカ エギング 胴長15～20㎝ 3杯 餌木蔵3.5号 底をゆっくり引く

6/14 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15～23㎝ 20匹 ママカリサビキ ハリスが細いと切られる(1.5号以上)

6/14 鞆周辺 キス 投げ釣り 18～23㎝ 8匹 青虫 -

6/15 横島 キス 投げ釣り 15～22㎝ 15匹 砂虫 ササメ)ジェットキス8号

6/15 大崎上島 アジ アジング 20～30㎝ 4匹 34のワーム クリア系

6/16 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 5～15匹 アミエビ ママカリサビキ5号

6/17 福山港 チヌ チニング 40～56㎝ 3匹 クレイジーフラッパー 満潮前後の釣果

6/17 弓削島 キス ちょい投げ 15～22㎝ 10匹 砂虫 エサ取りが多い

6/17 田島 キス ちょい投げ 10～25㎝ 15匹 砂虫 カワハギも3匹釣れた

6/18 内海周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30～50匹 ママカリサビキ5号 -

6/18 芦田川 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ミミズ大関 夕方

6/19 鞆周辺 マダコ タコエギ 300～400g 2杯 オクトパスタップ4号 夕方の釣果

6/20 箕沖 アナゴ 投げ釣り 50㎝前後 5匹 青虫 投げ釣り仕掛け10号

6/20 田島 コウイカ エギング 胴長15㎝ 3杯 エギ王3号 ルナホワイト

6/21 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長5～8㎝ 20杯 ヤマシタ)カン付きチビイカ仕掛 夕方の釣果

6/21 因島 マダコ タコエギ 300～400g 2杯 オクトパスタップ4号 コウイカも釣れた

6/22 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 10杯 海エビ 小さめ

6/22 鞆周辺 キス 投げ釣り 15～20㎝ 10匹 砂虫 エサ取りが多い

6/23 大三島沖 アコウ タイラバ 30～40㎝ 3～8匹 紅牙タイカブラ10~12号 オレンジ系に好反応

6/24 生口島沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 6～10匹 ビンビン玉TG60g エビオレンジに好反応

6/24 因島 アコウ ショアジギング 40㎝ 1匹 ジグパラTG32g ゼブラグロー

6/25 鞆周辺 マダコ タコエギ 500g 1杯 オクトパスタップ4号 夕方の釣果

6/26 鞆周辺 シリアケ エギング 300g前後 3杯 ディープフラッシュ3号 夕方の釣果

6/26 田島 キス 投げ釣り 12～18㎝ 20匹 青虫 小型が多い

6/27 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 3匹 クレイジーフラッパー ズル引き

6/28 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 3～10匹 海エビ 紅牙タイカブラ8～10号

6/28 向島 キジハタ 探り釣り 20～35㎝ 3匹 シラサエビ メバルが釣れない

6/29 鞆周辺 マダコ タコエギ ～1.8kg 2杯 タカ産業)タコパラ
身切れしやすいので

太めの針がオススメ

6/29 田島 キス 投げ釣り 15～25㎝ 25匹 青虫 遠投した方がサイズが出る

6/30 しまなみ周辺 マダイ 一つテンヤ 30～66㎝ 3匹 紅牙タイカブラ8号
30㎝前後が多く50㎝を

超えるものは少なかった

6/30 鞆周辺 キス 投げ釣り 13～25㎝ 20匹 赤青虫 砂虫でもOK

【広島地区 6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

5/1 福山港 シーバス チニング 50㎝ 1匹 リトルスパイダー 夕マズメの釣果

5/1 横山海岸 チヌ フカセ釣り 35㎝ 2匹 ムギSP+激濁り
20㎝のマダイが2匹

30㎝のウマヅラハギが1匹釣れた

5/2 鞆 コウイカ エギング 200～300g 2杯 ディープフラッシュ 朝の釣果

5/3 鞆 マダコ タコエギ 500g～1kg 1～2杯 サイコオクトパスDX 朝の釣果

5/3 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 21～24㎝ 5匹 青虫･砂虫 砂浜ならどこでも！

5/4 しまなみ周辺 サバ サビキ釣り 20～30㎝ 12匹 ささめ)サビキ太ハリス 40㎝も混じる

5/5 田島 チヌ フカセ釣り 35～42㎝ 3匹 チヌパワーDASH 夜のフカセ釣り

5/6 田島 コウイカ エギング 胴長15～20㎝ 1～3杯 ディープフラッシュ3号 釣れ始めた シリヤケイカも釣れた

5/7 鞆 マダコ タコエギ 500g～1kg 1～2杯 レッツライド 朝の釣果

5/7 横島 マダイ 投げ釣り 20～25㎝ 3匹 本虫 カレイ狙い

5/8 福山港 シーバス ルアー釣り 40～45㎝ 2～5匹 アルカリシャッド 夜釣り

5/8 向島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 4匹 チヌパワーDASH 夜釣り

5/10 走島 メバル メバリング 20～25㎝ 8匹
スクリューテールグラブ

オレンジ

20㎝以下はリリース

数はもっと釣れる

5/11 能登原 チヌ 投げ釣り 35～45㎝ 2匹 青虫 乗っ込みの良型が釣れている

5/11 田島 キス 投げ釣り 12～23㎝ 44匹 砂虫 本気投げ！大潮は釣れる

5/12 内海 アオリイカ エギング 1kg 1杯 エギ王K2.5号 レオパードグリーン

5/13 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g～1㎏ 2杯 オクトパスタップ4号 オレンジ色に好反応

5/13 田島 コウイカ エギング 20㎝ 3杯 エギ王K3号 アオリイカ狙い

5/14 鞆周辺 コウイカ エギング 300～500g 2杯 ディープフラッシュ3号 イエロー

5/14 田島 キス ちょい投げ 13～24㎝ 8匹 青虫 周りの人も釣れていた

5/15 三原沖 マダイ タイラバ 30～55㎝ 10匹 ビンビン玉TG60g オレンジ色に好反応

5/16 鞆周辺 シリヤケイカ エギング 200～300g 2～3杯 ディープフラッシュ2.5号 夕マズメの釣果

5/17 三原沖 タイ タイラバ 30～70㎝ 2~5匹 TGビンビン玉スライドヘッド60g オレンジ色に好反応

5/17 田島 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 チヌパワーDASH 夜釣り

5/18 鞆周辺 コウイカ エギング 400～700g 3杯 ディープフラッシュ3号 イエローに好反応

5/20 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ミミズ 潮止めより上流でも釣れている

5/21 弓削島 マダイ 一つテンヤ ～50㎝ 12匹 紅牙タイテンヤ 岸際の浅いところ

5/22 田島 アオリイカ エギング 1.3㎏ 1杯 エギ王3.5号 オレンジマーブル

5/22 横島 キス 投げ釣り 12～22㎝ 6匹 砂虫 近場には小型が多いので遠投

5/23 竹原沖 タイ 一つテンヤ 30～50㎝ 3~7匹 海エビ 紅牙タイカブラTG8～10号

5/23 鞆周辺 キス 投げ釣り 12～22㎝ 18匹 砂虫 出来るだけ遠くに投げる

5/24 しまなみ周辺 マダイ カゴ釣り 62㎝ 1匹 サシエ：海エビ マキエにオキアミ使用

5/25 鞆周辺 モンゴウイカ エギング ～胴長25㎝ 6杯 ヤマリア)エギ王3.5号 オレンジ

5/26 三原沖 タコ タコエギ 500g～1㎏ 2～4杯 オクトパスタップ4号 朝の釣果

5/27 田島 キス ちょい投げ 20㎝前後 20～30匹 青虫 朝の釣果

5/27 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 45～50㎝ 2匹 ドバミミズ 大潮はチャンス！

5/28 鞆 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ ママカリサビキ4号

5/28 田島 コウイカ スッテ 15㎝前後 3匹 イワシ エサ撒きスッテでウキ釣り

5/29 田島 ベラ ちょい投げ 20㎝ 6匹 青虫 朝の釣果

5/29 常石 アコウ 探り釣り 20～30㎝ 3匹 シラサエビ カサゴ、メバルも釣れた

5/30 鞆周辺 キス ちょい投げ 18～23㎝ 20匹 砂虫 キス針8号使用

5/30 横島 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 2匹 白チヌ
エサ取りのカワハギが多いので

エサは多めに！

5/31 鞆周辺 モンゴウイカ エギング ～胴長22㎝ 3杯 ディープフラッシュ3号 回遊は多くみられていた

5/31 田島 キス ちょい投げ 20㎝前後 5～8匹 砂虫
置き竿はアタリ少なめ

ゆっくり引いてくる方が良い

【広島地区 5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

4/1 福山港 チヌ チニング 35㎝前後 1匹 クレイジーフラッパー 朝の釣果

4/2 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～41㎝ 2～6匹 ビックマウス 80g

4/2 田島 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 3匹 DASH＋激濁り 乗っ込み始まった

4/3 箕沖 チヌ 投げ釣り 35～45㎝ 2匹 青虫(大) 50㎝のセイゴも釣れた

4/4 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～41㎝ 3～5匹 ビックマウス 80～100g

4/4 向島 カレイ 投げ釣り 28～33㎝ 2匹 本虫 花見カレイ

4/5 田島 チヌ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 スーパーコウジ･本虫 カレイ狙い

4/6 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 10～20匹 アミエビ+オールラウンド365 5mくらいの深目を釣る

4/7 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～42㎝ 3～7匹 ビックマウス 80～100g

4/7 しまなみ チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 1～3匹 チヌパワームギ+激濁り+オキアミ生 まだまだ喰いが浅い

4/8 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～26㎝ 15匹 アジリンガー クリアー系

4/9 内海 サヨリ サビキ釣り 20～25㎝ 10匹 アミエビ サヨリパワー

4/9 田島 キス 投げ釣り 15～20㎝ 8匹 砂虫 100ｍほどのちょい投げ

4/10 福山港 チヌ チニング 40㎝ 2匹 ハーリーシュリンプ 朝の釣果

4/11 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 45㎝ 1匹 鉄板バイブ 昼の釣果

4/11 因島 マダイ 投げ釣り 50㎝ 2匹 スーパーコウジ 田島周辺でも釣れる

4/12 しまなみ周辺 メバル メバリング 20～29㎝ 10匹 シャローフリーク 遠投

4/12 田島 チヌ フカセ釣り 28～45㎝ 4匹 ムギSP＋激濁り べた底

4/13 しまなみ周辺 アコウ 一つテンヤ 20～30㎝ 3匹 紅牙タイカブラ12号 根がかりが多いのでテンヤも多めに

4/13 走島 カサゴ 穴釣り 13～19㎝ 8匹 青虫 35㎝のアコウも釣れた

4/14 しまなみ周辺 サヨリ ウキ釣り 25㎝前後 8匹 アミエビ -

4/15 福山港 チヌ チニング 40～44㎝ 1～2匹 クレイジーフラッパー 3in

4/15 大三島 キス 投げ釣り 13～25㎝ 10匹 砂虫 引き釣り

4/16 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 40～45㎝ 2匹 マニック 夜の釣果

4/16 田島 チヌ フカセ釣り 32～40㎝ 3匹 チヌの道 のっこみで好調

4/17 田島 キス ちょい投げ 18㎝前後 3～5匹 砂虫 -

4/17 尾道水道 カレイ 投げ釣り ～30㎝ 3匹 本虫 マダイ・チヌ・スズキも釣れた

4/18 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～40㎝ 3～6匹 ビッグマウス 80～100g

4/19 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 1～2匹 リトルスパイダー -

4/19 内海周辺 キス 投げ釣り 15～21㎝ 15匹 砂虫 -

4/20 鞆周辺 サヨリ サビキ釣り 20～25㎝ 20～30匹 アミエビ -

4/20 尾道周辺 メバル メバリング 18～25㎝ 10匹 アジリンガー クリア系

4/21 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～45㎝ 4～7匹 ビッグマウス 80g

4/21 田島 サヨリ ウキ釣り 25～28㎝ 12匹 アミエビ たくさん撒く

4/22 鞆周辺 キス ちょい投げ 15㎝前後 5匹 砂虫 夕マズメの釣果

4/22 因島 アコウ ルアー釣り 35㎝ 1匹 メタルジグ30g ボトム狙い

4/23 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～43㎝ 5～10匹 ビッグマウス 80g

4/23 田島 キス 投げ釣り 13～22㎝ 10匹 砂虫 遠投！

4/24 弓削島周辺 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 3匹 海エビ オカッパリからのキャスティング

4/24 横島 キス 投げ釣り 12～21㎝ 11匹 青虫 ちょい投げ引き釣り

4/24 しまなみ沖 アコウ アコラバ 25～50㎝ 20匹 ビッグマウス80g マダイも釣れた

4/25 弓削沖 マダイ 一つテンヤ 25～45㎝ 4～7匹 海エビ TG　8～10号

4/25 生名島 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 5匹 チヌグルメ マダイも釣れた

4/26 田島 キス ちょい投げ 15～20㎝ ３～5匹 砂虫 -

4/26 田島 コノシロ サビキ釣り 20㎝ 10匹 アミエビ ママカリサビキ

4/27 弓削島 キス 投げ釣り 13～21㎝ 10匹 砂虫 -

4/28 福山港 チヌ チニング 40㎝前後 2匹 クレイジーフラッパー グリーン系

4/28 田島 キス 投げ釣り 13～22㎝ 30匹 砂虫500円 オモリは10号　本気投げ

4/29 内海周辺 アオリイカ エギング 1.5㎏ 1杯 エギ王 3号

4/29 因島 チヌ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 カレイ狙い

4/30 弓削沖 マダイ 一つテンヤ 30～65㎝ 3～6匹 海エビ TG　8～10号

4/30 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 60㎝ 1匹 ミミズ 竿をたくさん出す

【広島地区 4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

3/2 福山港 チヌ チニング 35～40㎝ 1～2匹 クレイジーフラッパー 朝の釣果

3/2 向島 メバル 探り釣り 13～20㎝ 6匹 青虫 -

3/3 しまなみ沖 サゴシ SLJ 40～50㎝ 2～3匹 ジグパラバーチカルTG 60g

3/3 田島 チヌ フカセ釣り 35㎝前後 1匹 チヌパワームギSP ベタ底

3/5 福山港 シーバス ルアー釣り 60㎝ 2匹 マニック115 ナイトゲーム

3/5 横島 チヌ フカセ釣り 40～48㎝ 3匹 ダッシュ 小さな卵が入っていた

3/6 福山港 チヌ チニング 42㎝ 1～2匹 スティーズクローホグ 3.1インチ

3/6 因島 メバル メバリング 13～18㎝ 10匹 アミアミμ クリアレッドフレーク

3/6 しまなみ沖 メバル 船サビキ ～28㎝ 12匹 ハヤブサ）鳴門メバル 6号

3/7 因島 メバル ウキ釣り 13～17㎝ 20匹 白魚 夜の飛ばし

3/9 福山港 シーバス ルアー釣り 60㎝ 2匹 マニック115 ナイトゲーム

3/9 しまなみ周辺 カサゴ メバリング 10㎝前後 2～3匹 スクリューテールグラブ メバル狙い ジグヘッド 1.0g

3/10 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～20㎝ 10匹 メバペン 時合を逃さないようにすると良い

3/11 しまなみ沖 サゴシ ジギング 40～50㎝ 2～6匹 ジャックアイTG -

3/11 田島沖 キス 船天秤 15～20㎝ 10匹前後 砂虫 50～60m沖がポイント

3/12 因島 メバル メバリング 18～23㎝ 15匹 スクリューテールグラブ グリーン系

3/13 しまなみ周辺 アコウ 船胴突 35～45㎝ 5匹 アコウ仕掛 海エビ

3/14 向島 メバル 探り釣り 15～18㎝ 5匹 青虫 -

3/15 福山港 キビレ チニング 40㎝ 1匹 スティーズ　ホグ 朝の釣果

3/15 しまなみ周辺 ウマズラハギ 胴突釣り 25㎝前後 2匹 オキアミ カワハギ仕掛

3/17 三原沖 チヌ フカセ釣り 30～42㎝ 2～3匹 チヌパワームギSP 朝の釣果

3/17 佐木島 チヌ フカセ釣り 20～40㎝ 6匹 チヌパワー激濁り こだま渡船

3/19 しまなみ沖周辺 アコウ アコラバ 30～40㎝ 5～7匹 ビッグマウス 80g

3/19 横島 カレイ 投げ釣り 25～32㎝ 2匹 本虫 花見カレイ？釣れ始めた

3/20 鞆周辺 チヌ フカセ釣り 40㎝ 1匹 チヌパワームギSP -

3/20 因島 メバル メバリング 13～19㎝ 25匹 ミノーSS032 シャローフリークのダイブで飛ばす

3/21 しまなみ沖 フグ 船胴突 25～30㎝ 5～7匹 冷凍海エビ -

3/21 しまなみ メバル 船サビキ 15～31㎝ 40匹前後 メバルサビキ 5-0.8ヘビーユーザーご用達！

3/22 しまなみ沖 アコウ アコラバ 30～42㎝ 5～8匹 ビッグマウス 80g

3/23 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～20㎝前後 5～8匹 アミアミμ グローチャート プラグでも釣れる

3/24 しまなみ沖 アコウ タイラバ 30～40㎝ 4～7匹 ビッグマウス 80g使用

3/24 田島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 1匹 ムギSP ＋激濁り ベタ底を狙う

3/24 しまなみ沖 アコウ アコラバ 25～35㎝ 8匹 ビッグマウス オモックやジグでも釣れた

3/25 内海周辺 イワシ サビキ釣り 10㎝前後 20匹前後 アミエビ ママカリサビキ

3/26 しまなみ沖 アコウ 船胴突 30～40㎝ 3～8匹 イワシ -

3/26 田島 メバル メバリング 12～17㎝ 20匹 スクリューテールグラブ 満潮狙いで！

3/27 しまなみ周辺 メバル・カサゴ ウキ釣り 15～23㎝ 30匹 白魚 電気ウキの飛ばし

3/28 福山港 チヌ チニング 35㎝前後 1匹 スティーズ　ホグ 3インチ

3/29 三原 メバル メバリング 18～25㎝ 7匹 アジリンガー クリアー系

3/30 田島 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 2匹 チヌパワーVSP -

【広島地区 3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

2/1 因島 メバル 探り釣り 15～21.5㎝ 5匹 虫ヘッド+青虫 カサゴも釣れた

2/1 田島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 ダッシュ 南向きの深場をじっくりと狙う

2/2 福山港 シーバス ルアー釣り 45㎝前後 1匹 ブローウィン 夜釣り

2/2 横島 メバル・カサゴ ウキ釣り 13～21㎝ 6匹 青虫 飛ばし　セイゴも釣れた

2/3 田島 カレイ 投げ釣り 28㎝ 1匹 本虫 産卵後で痩せている

2/5 福山港 チヌ チニング 35㎝前後 1匹 クレイジーフラッパー 昼の釣果

2/5 内海周辺 カサゴ 探り釣り 12～18㎝ ４匹 青虫 -

2/6 因島 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 レイジー45s 夜釣り

2/6 内海周辺 メバル メバリング 15～26㎝ 10匹 メタルジグ 5g 頑張ればサイズは出る

2/7 福山港 チヌ チニング 42㎝ 2匹 クレイジーフラッパー 昼の釣果

2/7 鞆周辺 カサゴ 穴釣り 15～18㎝ 5匹 ジグヘッド＋オキアミ 根掛リが多いので安いジグヘッドで

2/8 因島 メバル メバリング 15～21㎝ 7匹 アジリンガー クリア系

2/9 福山港 キビレ チニング 35㎝ 1匹 クレイジーフラッパー 昼の釣果

2/9 向島 コウイカ エギング 10㎝前後 2匹 オクトパスタップ 3号 タコ狙い

2/12 しまなみ周辺 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 ハウル使用 午前中サーフでの釣果

2/13 しまなみ周辺 マダイ 一つテンヤ 30～58㎝ 4匹 海エビ おかっぱりからキャスティング

2/13 しまなみ周辺 カサゴ 探り釣り 15～23㎝ 7匹 青虫 -

2/14 鞆周辺 シーバス ルアー釣り 40～60㎝ 2匹 透明系のミノー 満潮前後に釣れた

2/15 しまなみ周辺 メバル メバリング 18～26㎝ 3～5匹 ダイワ）ドリビーム 海底を根気よく探る

2/15 大崎上島 メバル 探り釣り 15～23㎝ 30匹 青虫 メバリングでも釣れる

2/15 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～18㎝ 8匹 ビームスティック 小型が多い

2/16 福山港 チヌ チニング 30～40㎝ 2匹 クレイジーフラッパー 昼の釣果

2/16 弓削島 メバル 探り釣り 15～22㎝ 20匹 青虫 -

2/18 因島 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 3～6匹 チヌパワームギSP こだま渡船

2/19 福山港 チヌ チニング 35～40㎝ 2匹 スティーズクロー デイゲーム

2/20 しまなみ周辺 メバル 探り釣り 13～20㎝ 15匹 シラサエビ・青虫 強風　風裏を探す

2/21 芦田川河口 セイゴ 投げ釣り 45㎝ 1匹 スーパーコウジ チヌも釣れた

2/22 福山港 チヌ ルアー釣り 40㎝ 1匹 スティーズクロー 昼の釣果

2/22 しまなみ周辺 メバル サビキ釣り 13～21㎝ 6匹 瀬戸内本気メバル おかっぱりで遠投

2/23 鞆周辺 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 チヌパワームギSP 激渋

2/23 因島 メバル メバリング 15～21㎝ 10匹 ワームバケ 風が強くジグヘッドは重めを使用

2/23 しまなみ メバル メバリング 10～17㎝ 7匹 スクリューテール オレンジ系

2/25 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 60㎝前後 2匹 にょろにょろ 暗めの色

2/26 蒲刈 メバル 探り釣り 18～25㎝ 10匹 青虫 -

2/27 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～22㎝ 15匹 スクリューテール グリーン系（GF822）

2/28 福山港 チヌ チニング 35～40㎝ 2匹 ハーリーシュリンプ 昼の釣果

【広島地区 2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

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】


