
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 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15～18㎝ 30匹 アミエビ 早朝から2時間

12/1 牛窓 ハマチ ショアジギング 68㎝ 1匹 投次郎 グロピンゼブラ

12/1 高室港 ヤズ ショアジギング 50㎝ 4匹 ジグパラ 40g 朝マズメ

12/2 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 58㎝ 1匹 ロデム 18g イワシカラー

12/2 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 ヒイラギが多かった

12/3 玉野周辺 カサゴ 探り釣り 15～18㎝ 5匹 青虫 ハヤブサ)胴突仕掛

12/3 宇野周辺 ベイカ ウキ釣り 胴長10㎝前後 15杯 シラサエビ
棚を変えてアタリが

出たらそこを狙う

12/4 田井港 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 10杯 ナオリー 1.8号 底付近で釣れた

12/4 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 メバル狙い

12/5 豊島沖 ブリ ジギング 82㎝ 1匹 ジグパラ 40g イワシカラー

12/5 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹 アミエビ 朝マズメ

12/5 下津井周辺 カレイ 投げ釣り 23～28㎝ 2匹 本虫・青虫 午前中の釣果

12/5 犬島 チヌ フカセ釣り 25～30㎝ 3匹 Gクリル 浅いタナで釣れた

12/6 宇野沖 マダイ タイラバ 40～58㎝ 3匹 ビンビン玉 オレンジ系

12/7 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 4匹 富士山てんや レッド

12/7 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 25杯 シラサエビ ライトエギングでも釣れた

12/8 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 8匹 紅牙タイテンヤ 12～15号

12/8 東宝伝 メバル 探り釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 カサゴも釣れた

12/8 玉島E地区 ヒラメ ジギング 40㎝前後 3匹 ジャッカル)ビッグバッカー 40g キャンディーカラー

12/9 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 12～15㎝ 5匹 青虫 セイゴも釣れた

12/9 牛窓港 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 10杯 シラサエビ 底を狙う

12/9 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ -

12/9 玉島E地区 メバル ウキ釣り 10～18㎝ ６匹 シラサエビ カサゴも釣れた

12/10 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 60匹 アミエビ ママカリサビキ6号金針

12/10 下津井沖 マダイ タイラバ ～40㎝ 8匹 松岡スペシャル ブリクラスを1匹船べりでバラシ

12/10 下津井沖 マダイ タイラバ ～57㎝ 6匹 2Step オレンジのネクタイに好反応

12/11 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 シラサエビ エギでも釣れた

12/11 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 小さいメバルも釣れた

12/11 与島 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 50杯 ナオリー 1.8号 日中

12/11 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 50杯 シラサエビ -

12/11 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 200杯 シラサエビ 深いタナで良く当たった

12/12 吉井川河口 ヒラメ ルアー釣り 52㎝ 1匹 ロデム 28g アカキン

12/12 備前方面 チヌ ちょい投げ 39㎝ 1匹 青虫 アナゴ狙い

12/12 下津井沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 6匹 ビンビン玉 60g

12/12 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝～ 16匹 シラサエビ 夜釣り

12/13 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹 アミエビ ママカリサビキ6号金針

12/13 玉島E地区 スズキ 泳がせ釣り 65㎝ 1匹 ママカリ 釣れたママカリを泳がせて

12/13 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ 日中でも釣れる

12/14 玉野周辺 メバル ウキ釣り 15㎝前後 5匹 青虫 満潮前後

12/14 玉島E地区 カサゴ ルアー釣り 15㎝前後 3匹 - -

12/14 田井新港 サヨリ ウキ釣り 18㎝ 30匹 オキアミ S -

12/15 宇野周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ エギでも釣れた

12/15 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 100杯 シラサエビ ライトエギングでも釣れる

12/16 田井新港 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

12/16 東宝伝 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 5匹 シラサエビ 青虫でも釣れた

12/16 玉島E地区 ヒラメ ルアー釣り 35～42㎝ 3匹 ロデム 21g イワシカラー

12/17 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 15㎝前後 3匹 シラサエビ -

12/17 下津井港 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ 今が大量のチャンス

12/18 牛窓周辺 ベイカ エギング 胴長10㎝前後 20杯前後 エメラルダスライト2 表層近くの反応が多かった

12/18 西脇漁港 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 2匹 砂虫 カサゴも釣れた

12/18 下津井周辺 メバル ウキ釣り 20㎝前後 6匹 砂虫 -

12/19 高松沖 カサゴ 船胴突 15～18㎝前後 10匹 海エビ・青虫 リリースサイズはほぼ釣れなかった

12/19 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 23杯 シラサエビ 2時間の釣果

12/19 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り 12～15㎝ 50匹 アミエビ 午前中の釣果

12/20 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 10～20杯 海エビ(小) エギでも釣れた　良型が多い

12/20 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10～16㎝ 50匹 アミ姫キララ 金針7号

12/21 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 50杯 ナオリー 1.5号 オレンジグロー

12/22 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 -

12/22 宇野港 メバル メバリング 10～15㎝ 3匹 ぷりぷり尾 クリア、カブラグリーン

12/22 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 シラサエビ 釣れたベイカは沖漬けにした

12/22 牛窓沖 マダイ フカセ釣り 35㎝ 2匹 食い渋りイエロー 浅いタナで釣れた

【岡山地区 12月】



12/23 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 16匹 青虫 セイゴも釣れた

12/23 日生 ベイカ ライトエギング 胴長8㎝前後 10杯 ナオリー 1.5号 エギで底付近を探った

12/23 宇野港 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝ 100杯 ナオリー 1.5号 シラサエビでも釣れる

12/24 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 40～50㎝ 2匹 活きアジ PE1.5号　オモリ30号

12/24 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20～30杯 シラサエビ 連日良型が数多く釣れている

12/24 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 18杯 - オレンジ

12/25 西宝伝 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 本虫・青虫 本虫の方がアタリが多い

12/25 笠岡周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 10杯 シラサエビ 短時間でパパッと釣れた

12/25 宇野港 ヒラメ 泳がせ釣り 60㎝ 2匹 活きアジ -

12/26 玉野沖 ヒラメ のませ釣り 73㎝ 1匹 活きアジ 船中6枚の釣果だったとの事

12/26 前島新波止 チヌ ウキ釣り 35㎝ 1匹 青虫 波止際で釣れた

12/26 宇野港周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 40～50杯 シラサエビ 周りの人も同じ位釣っていた

12/26 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 3匹 海エビ アコウも釣れた

12/27 旭川河口 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝前後 ３匹 青虫(太) 満潮直前に連続ヒット

12/27 西宝伝 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 シラサエビ 砂虫でも釣れた

12/28 玉野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 4匹 アジリンガー クリア系

12/28 下津井沖 マダイ タイラバ 60㎝ 1匹 2Step
オレンジやレッドの

ネクタイに好反応

12/29 日生周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 20杯 レンジハンター1.8号 夕マズメ

12/29 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～23㎝ 40匹 ビームスティック1.5 シーバスやカサゴも釣れた

12/29 玉島E地区 ヒラメ ジギング 30㎝前後 2匹 ジグパラ 40g アカキン

12/30 胸上周辺 メバル ウキ釣り 10～14㎝ 2匹 シラサエビ -

12/30 東宝伝 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 エサは小さく切って使った

12/30 下津井沖 マダイ ジギング ～46㎝ 3匹 ジグパラTG 40g アカキン

12/31 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 7杯 シラサエビ -

12/31 牛窓沖 マダイ 一つテンヤ 40㎝前後 4匹 海エビ 風が強いためテンヤは10号



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 牛窓沖 カワハギ 船胴突 15㎝前後 10匹 オキアミボイル オキアミは半分にちぎって使った

11/1 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15㎝前後 6杯 シーグル 35g 型が小さいがまとまって釣れた

11/1 下津井周辺 タチウオ ウキ釣り 指2.5本 2匹 キビナゴ 他にジグで青物

11/2 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20匹 ママカリサビキ 朝マズメの釣果

11/3 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 13～17㎝ 10匹 サヨリのおやつ -

11/3 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 15匹 青虫 チヌも釣れた

11/3 沙美海岸 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 5匹 青虫 -

11/3 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝ 4杯 ダートマックス40g オレンジボーダーゴールド

11/3 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 30～60㎝ 10匹 ファラストミノー 夜の釣果

11/4 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 10匹 青虫 エサは小さく切って使用

11/4 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 サシエビ DE GET アミ姫+サヨリパワーを撒いた

11/4 玉島周辺 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 2匹 青虫(大) 遠投したほうが良い

11/5 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 20匹 ママカリサビキ サビキは金針の6号を使用

11/5 前島周辺 カワハギ 船胴突 15㎝前後 20匹 アサリ 近場より少し沖合の方が釣れる

11/5 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30㎝ 5匹 海エビ アコウも5匹釣れた

11/6 西宝伝 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 30匹 オキアミ 撒き餌はアミエビを使用

11/6 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 小さいメバルも釣れた

11/7 前島 サヨリ ウキ釣り 18～20㎝ 30匹 アミエビ サシエはGクリルさしあみを使用

11/7 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 サヨリのおやつ アミエビ＋サヨリパワーを使用

11/7 下津井周辺 メジロ ショアジギング 75㎝ 1匹 セットアッパー125 朝マズメの釣果

11/7 玉島周辺 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 3匹 ファラストルアー 夜の冷え込みが厳しくなってきた

11/8 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 6杯 エギ王TR アジカラー

11/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～40㎝ 3匹 2Step オレンジ系

11/8 玉野周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 ロデム 28g クローキス

11/8 笠岡沖 カワハギ 船胴突 20～25㎝ 2匹 アサリ 釣れると型が良い

11/9 下津井沖 口太グレ フカセ釣り 25～33㎝ 6匹 オキアミ生 マルキュー)ボイル遠投パン粉

11/9 渋川周辺 カレイ 投げ釣り 29㎝ 1匹 青虫 -

11/9 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 15匹 スパイラルサンマ メジャークラフト)舟てんや

11/9 笠岡周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 アミエビ まだ数釣れている

11/10 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 13～15㎝ 30匹 ママカリサビキ 撒き餌は多めに撒いた方が良い

11/10 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 13匹 青虫 セイゴも釣れた

11/10 宇野沖 アオリイカ ティップラン 1.3kg 1杯 スクイッドシーカー43g 爆風の中の釣果

11/11 前島新波止 ウマズラハギ 探り釣り 15㎝前後 20匹 にぎってポン カワハギも少し釣れた

11/12 吉井川河口 ヒラメ ルアー釣り 40㎝ 1匹 浜王 アカキンカラーでヒット

11/12 牛窓沖 カワハギ 船胴突 20㎝前後 20匹 海エビ 海エビをブツ切りにして使用

11/13 東宝伝 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝前後 12匹 白アミ -

11/13 牛窓沖 ハマチ ジギング 50～70㎝ 5匹 ジグパラTG 60g 夕方に湧いたナブラを船から狙った

11/13 玉島港 シーバス ルアー釣り 4～60㎝ 10匹 ファラストミノー 跳ねてるところを探すと良く釣れる

11/14 宇野港 ソイ ルアー釣り 12～20㎝ 4匹 ビームスティック 蛍光イエロー

11/14 牛窓 マダイ フカセ釣り 50㎝前後 2匹 チヌパワーDASH 夕方にヒラも1匹釣れた

11/15 神島周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 20匹 アミエビ -

11/15 牛窓沖 ヤズ 一つテンヤ 40㎝前後 1匹 海エビ 小型のマダイも1匹

11/16 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20匹 ママカリサビキ 撒き餌はアミ姫を使用

11/16 大室港 ヤズ ショアジギング 40～50㎝ 3匹 メタルジグ 40g -

11/17 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 15匹 青虫 セイゴも釣れた

11/17 大室港 ヤズ ジギング 45㎝ ２匹 メタルジグ 40g 朝マズメ

11/17 下津井周辺 ハマチ ショアジギング 79㎝ 1匹 ジグ 30g ナブラが湧いていた

11/18 田井新港 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 5匹 青虫 -

11/18 九蟠港 ハゼ ちょい投げ ～18㎝ 15匹 青虫 10㎝前後の小型が多い

11/18 玉島E地区 ヤズ ショアジギング 50㎝ 1匹 ジグパラ 30g -

11/18 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～4.5本 1匹 テンヤ 30～40号 -

11/19 新岡山港 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 2匹 バイブレーション ピンク　満潮前後に時合が来た

11/19 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 3匹 青虫 ヒイラギもよく釣れた

11/19 笠岡沖 マダイ タイラバ 20～40㎝ 4匹 2Step 45g オレンジのネクタイが良かった

11/19 王子が岳 ハマチ・ヤズ ジギング 50～63㎝ 3匹 ジグ 40g -

11/19 玉島港 タケノコメバル ルアー釣り 35㎝ 1匹 ギルボーン カサゴも沢山釣れた

11/20 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～13㎝ 20匹 アミエビ ママカリサビキ金針6号を使用

11/20 下津井沖 ヤズ 船サビキ 50㎝前後 8匹 マダイ用チョクリ マダイ・アコウ・カサゴも釣れた

11/20 笠岡沖 カワハギ 投げ釣り - 10匹 冷凍むき海老 -

11/20 高梁川河口 ヒラメ・マゴチ ルアー釣り 30～60㎝ 4匹 シンキングペンシル 夕方

11/21 田井新港 ベイカ 探り釣り 胴長5～8㎝ 30杯 シラサエビ -

11/21 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 30匹 7号金針 撒き餌はアミ姫を使用

【岡山地区 11月】



11/21 王子が岳 ヤズ ルアー釣り 50㎝前後 1匹 ジグパラTG 40g -

11/22 神島大橋周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 チヌやヒイラギも釣れた

11/22 前島 カレイ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 スズキやマダイ、ハゼも釣れた

11/22 下津井周辺 ベイカ エギング ？ 139杯 ナオリー 1.5号 青物も釣れている

11/23 子父雁 セイゴ ルアー釣り 20～25㎝ 7匹 メタルジグ 5g カサゴやヒイラギも釣れた

11/23 宇野港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 夕マズメの釣果

11/23 笠岡周辺 ベイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 20杯 シラサエビ 満潮までの上げ潮で釣れた

11/23 玉島港 ヒラ ルアー釣り 60㎝ 1匹 リングベイト 3in ロックフィッシュ狙い

11/24 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～12㎝ 17匹 青虫 ヒイラギも釣れた

11/24 下津井周辺 ハマチ・サゴシ ジギング 50～60㎝ 5匹 メタルジグ 40～60g 朝マズメ

11/25 渋川 カレイ 投げ釣り 35㎝ 1匹 青虫 遠投したほうが良い

11/25 前島 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 20匹 アミエビ マキエをたくさん撒いて寄せて

11/25 下津井周辺 ハマチ ジギング 50～70㎝ 3匹 ラピードF 130g 青物がたくさん釣れている

11/26 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 30杯 シラサエビ -

11/26 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 メバルも釣れた

11/26 下津井周辺 ヤズ ショアジギング 40～50㎝ 2匹 ジグパラ 40g 朝マズメ

11/27 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 20匹 アミエビ ママカリサビキ金針6号を使用

11/27 宇野周辺 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 10匹 シラサエビ まだ小さめが多い

11/28 玉島E地区 アコウ ルアー釣り 33㎝ 1匹 アーバンクローラー 20㎝前後のカサゴも５匹釣れた

11/28 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 10匹 青虫 セイゴやヒイラギも釣れた

11/28 与島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 50杯～ ヤマシタ)ナオリー オレンジ系

11/28 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝ 30杯 シラサエビ 深い所を探ると好反応

11/29 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 4匹 青虫 メバルも釣れた

11/29 宇野港 ベイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 30杯 シラサエビ -

11/29 高梁川河口 チヌ チニング 3～40㎝ ４匹 ガルプパルスワーム 遠投したところでアタリ多い

11/30 神島 サッパ サビキ 10～13㎝ 30匹 アミエビ 青物の回遊あり



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

10/3 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 15～20㎝ 30匹 青虫 たまに20㎝台も釣れる

10/3 前島波止 サヨリ ウキ釣り 10～15㎝ 20匹 サヨリのおやつ 小さめが多いが大きめも釣れる

10/3 下津井周辺 青物 ショアジギ 40～50㎝ 2匹 ジグ32g 小魚がベイトになっている

10/4 下津井周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3～4本 7匹 メジャー)舟てんや
夜光 30号

朝の時合に釣果が集中した

10/4 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 6杯 エギ王TR3.5 パープル系が良い

10/4 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 砂虫 投げて少し引く

10/5 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 10匹 テンヤ30号 まだ数は少なめだが釣れている

10/6 前島新波止 サヨリ 探り釣り 15～18㎝ 85匹 アミエビ 撒き餌はしっかり撒いた方が良い

10/6 小豆島 タチウオ テンヤ釣り 指2本半前後 10匹 スパイラルサンマ 多い人で1人10匹位

10/6 笠岡沖 アオリイカ ティップラン コロッケ～600g 10杯 スクイッドシーカー 小型のイカもまだ多い

10/6 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 18㎝前後 20匹 砂虫 海底を鉛で叩いてアピール

10/7 三蟠港 ハゼ 探り釣り 15㎝前後 20匹 青虫 湾内で釣れた

10/7 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 金針4号 サイズは小さいが数釣り出来る

10/7 玉島周辺 サヨリ 探り釣り 20㎝前後 30匹 サヨリのおやつ ママカリも釣れた

10/8 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 12～15㎝ 20匹 青虫 ヒイラギも釣れた

10/8 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 30匹 サヨリのおやつ 平均サイズが少し大きくなった

10/8 サノヤス サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 38匹 アミエビ 撒き餌のみで釣れた

10/9 西宝伝 カワハギ 探り釣り 20㎝ 2匹 アサリ ウマズラハギも釣れた

10/9 牛窓沖 チヌ フカセ釣り 25～40㎝ 5匹 チヌパワームギSP サイズは小さいが数は釣れている

10/10 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 80匹 サヨリのおやつ
サヨリパワーとアミエビで

しっかり寄せた

10/10 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 セイゴも釣れた

10/11 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 ヒイラギも釣れた

10/11 前島波止 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 4匹 チヌベスト 合間でサヨリも釣った

10/11 玉島周辺 ヒラメ メバリング 50㎝ 1匹 ぷにイカ 小型のアコウも釣れた

10/12 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3本 20匹 スパイラルサンマ メジャークラフト)舟てんや

10/13 宇野沖 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 小型が多い

10/14 小豆島地蔵埼 タチウオ テンヤ釣り 指2～3本 22匹 韋駄天テンヤまきまき テンヤ40号

10/4 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 15匹 青虫 小型が多い

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

10/15 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ たくさん撒いて

10/15 笠岡沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3本 5匹 スパイラルサンマ テンヤ30号

10/15 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝ 6杯 スクイッドシーカー モンゴウイカも釣れた

10/16 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3本 10～30匹 スパイラルサンマ 渋い

10/16 宇野沖磯 チヌ フカセ釣り 25㎝前後 3匹 爆寄せチヌ フグが多い

10/16 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～4本 10匹 スパイラルサンマ ダイワのテンヤ

10/16 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長10～20㎝ 10杯 エギ番長 ジグでサゴシも釣れた

10/17 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 15～20㎝ 30匹 青虫 6号のチビ天秤、8号のハゼ針を使用

10/17 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 4匹 青虫 短時間での釣果

10/17 大室港 メジロ ショアジギ 75㎝ 1匹 ジグパラショート ナブラが出た時に釣れた

10/18 西宝伝 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 35匹 GクリルS
サヨリパワーとアミエビで

しっかり寄せた

10/18 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 30匹 サヨリのおやつ このサイズが釣れ続いている

10/18 笠岡沖 アオリイカ エギング 胴長15～20㎝ 12杯 エギ王K3号 朝の釣果

10/18 高室港 青物 ショアジギ 50～60㎝ 2匹 ジグパラ50g 朝マズメで釣れた

10/19 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 8匹 韋駄天テンヤまきまき テンヤは40号を使用

10/19 高松沖 ブリ のませ 70～80㎝ 5匹 コノシロ 時合でまとまって釣れている

10/19 玉島港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫
投船兼用ハゼ5号

夜釣り19～20時の釣果

10/20 小豆島 タチウオ テンヤ釣り 指2～3本 10～30匹 メジャー)舟てんや アタリが超小さいので全集中

10/20 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 5杯 スクイッドシーカー 3.5号を使用

10/20 吉井川下流 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 50匹 にぎっていれるだけ コノシロも釣れた

10/20 玉島E地区 カサゴ ルアー釣り 10～15㎝ 10匹 リングベイト3in 小さいけどアタリ多し

10/21 宇野沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 3匹 2Step ネクタイはオレンジ系

10/21 吉井川下流 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 140匹 アミエビ サビキオトリをたくさん付けた

10/21 笠岡沖 カワハギ 船胴突 18～24㎝ 10匹 特選皮剥アサリ激旨 小型は少なかった

10/21 下津井沖 アコウ タイラバ 45～50㎝ 2匹 ビンビン玉 オレンジ系

10/21 寄島周辺 カサゴ ルアー釣り 23㎝ 1匹 ファラストクロー タケノコメバルも釣れた

10/22 宇野周辺 アコウ 探り釣り 20～26㎝ 5匹 青虫 波止際

10/22 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 30匹 アミエビ サビキオトリのブルーで好釣果

10/23 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ コノシロも釣れた

【岡山地区 10月】



10/23 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 10匹 青虫 セイゴも1匹釣れた

10/23 出崎沖 マダイ 一つテンヤ 20～45㎝ 5匹 海エビ アコウとチヌも釣れた

10/23 玉島E地区 ハゼ ちょい投げ 14㎝前後 5匹 青虫 夕方の釣果

10/24 沙美海岸 イイダコ ちょい投げ ピンポン玉 2杯 イイダコスッテ
ちょい投げ(エサは青虫)で

ハゼも釣れる

10/24 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 5～18㎝ 20匹 青虫 満潮前後の釣果

10/24 サノヤス サヨリ 探り釣り 20㎝前後 30匹 サヨリのおやつ 満潮までの上げ潮

10/24 笠岡沖 アオリイカ ボートエギング 15㎝前後 6杯 ヤマリアエギ ピンク系

10/25 犬島 ハゼ ちょい投げ 10～12㎝前後 4匹 青虫 ソイやキスも釣れた

10/26 旭川河口 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 2匹 メタルバイブ
プライアルメタルバイブ18gを使用

デイゲーム

10/26 笠岡周辺 カサゴ ルアー釣り 25㎝ 2匹 リングベイト3in 7gのフリーリグで根際を攻めた

10/28 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ アミをたくさん撒いた

10/29 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 50匹 かわせみ)ママカリサビキ アミをしっかり撒いて寄せる

10/29 高松沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝ 7杯 ダートマックス40g コノシロカラー

10/30 九蟠港周辺 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 100匹 アカアミ 海にアミエビが湧いていた様子

10/31 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～18㎝ 20匹 青虫 セイゴも釣れた

10/31 黄島周辺 キス 船からちょい投げ ～24㎝ 30匹 砂虫 水深2～3ｍ位の浅場

10/31 玉野周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 ロデム28g 朝マズメでの釣果



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 九蟠港 チヌ 投げ釣り 40㎝前後 2匹 青虫 セイゴを狙い

9/1 笠岡周辺 イイダコ 投げ釣り ピンポン玉 10杯 イイヤン １時間の釣行

9/1 玉島港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 11匹 砂虫 夜釣りで１時間ほどの釣果

9/2 笠岡周辺 イイダコ 投げ釣り 親指～ピンポン玉 25杯 イイダコショット レッドヘッド

9/4 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 砂虫 岸際

9/3 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 6匹 青虫 際を探った

9/4 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 15匹 サヨリのおやつ 満潮前後で釣れた

9/4 吉井川下流 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 セイゴも釣れた

9/4 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 朝マズメの釣果

9/4 下津井沖 マダイ タイラバ 30～40㎝ ５匹 紅牙シリコンネクタイ 浅い棚

9/5 新岡山港 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 2匹 ダイワ)ミニエント
満ち潮時に護岸の敷石が

水没してからのヒット

9/5 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 ハゼも釣れた

9/5 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 5匹 海エビ チヌも釣れた

9/5 下津井堤防 メバル ウキ釣り 15～20㎝ 8匹 青虫 朝マズメで釣れた

9/6 小串周辺 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 12匹 青虫 -

9/6 前島波止 チヌ フカセ釣り 45㎝ 1匹 チヌベスト 久しぶりの良型

9/6 笠岡周辺 イイダコ ちょい投げ ピンポン玉 10杯 イイヤン イイヤン2個付け　オモリ4号

9/6 玉島周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 -

9/7 玉野周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 4匹 青虫 際を探った

9/7 下津井周辺 ベイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 10杯 シラサエビ エギでも釣れる

9/8 前島波止 サヨリ ウキ釣り ～20㎝前後 20匹 あとは釣るだけ
チヌ釣りの合間でも

これぐらい釣れる

9/8 牛窓沖 マダイ フカセ釣り 30～40㎝ ３匹 食い込みイエロー 浅いタナで釣れた

9/9 下津井沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 4匹 2StepTG レッド系のネクタイ

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

9/9 牛窓港周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 5杯 シラサエビ ウキ釣りでも釣れた

9/9 下津井沖磯 マダイ ジギング 45㎝ 1匹 ダイワ)サムライジグ40g アナゴも釣れた

9/10 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 6匹 青虫 足元付近でも釣れた

9/10 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 セイゴも釣れた

9/10 下津井沖 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 10匹 生イキくん 午前中の釣果

9/11 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 満潮前後で釣れた

9/11 寄島周辺 シーバス ルアー釣り 50～60㎝ 5匹 ローリングベイト 数が釣れている

9/12 旭川河口 ハゼ 探り釣り 13～15㎝ 100匹超 青虫 セイゴも釣れた

9/12 吉井川下流 ハゼ 投げ釣り ～15㎝ 40匹 青虫(太) -

9/13 宇野周辺 アオリイカ エギング 胴長13㎝前後 5杯 エギ王ライブ 干潮から満ち上げでの釣果

9/13 牛窓 サヨリ ウキ釣り　 ～20㎝前後 30匹 サヨリのおやつ
水面が真っ黒になるほど

泳いでいる

9/13 大槌周辺 アオリイカ ティップラン コロッケサイズ 4杯 スクイッドシーカー30g 徐々に釣れ始めている

9/13 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り 18㎝前後 70匹 サヨリのおやつ -

9/14 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 40匹 アミエビ 夜明けから3時間での釣果

9/14 下津井沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 3匹 鯛乃実60g ニベも釣れた

9/14 沙美海岸 イイダコ ちょい投げ 親指サイズ 10杯 デュエル)イイやん レッドヘッド

9/14 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫 小さいのが絶えずアタる

9/15 玉野周辺 アコウ ルアー釣り 20～30㎝ 3匹 バグアンツ2in シンカーは10gを使用

9/15 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 短時間での釣果

9/16 玉野周辺 アコウ ルアー釣り 20㎝前後 2匹 バグアンツ2in クリア系のカラー

9/16 玉島周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 サヨリのおやつ ママカリも数匹釣れた

9/17 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 6匹 青虫 チヌも釣れた

9/17 宇野沖 マダイ タイラバ 35～40㎝ 2匹 松岡スペシャルα レッドゴールドラメ

9/17 笠岡沖 キス 天秤仕掛 15～20㎝ 25匹 砂虫 海底で鉛を2～3回叩いて止めて待つ

9/17 笠岡沖 アオリイカ ティップラン コロッケサイズ 7杯 エギ王3号 夕方の釣果

9/18 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 15匹 サヨリのおやつ サヨリパワー

9/18 虫明 イイダコ テンヤ釣り 親指サイズ 10杯 イイダコ無双針 掛かりが悪くなったら色を変える

9/18 下津井沖磯 アナゴ 投げ釣り 45㎝前後 15匹 青虫 マダイも釣れた

9/18 玉島周辺 サヨリ ウキ釣り 10㎝～ 30匹前後 アミエビ 群れが来ると入れ食い

9/19 旭川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 10匹 青虫 満潮前後で釣れた

9/19 下津井沖 アオリイカ エギング コロッケサイズ 10杯 エギ王K
ボートからの

キャスティングでの釣果

9/19 玉島周辺 イイダコ 投げ釣り ピンポン玉サイズ 5杯 イイヤン テナガダコも釣れた

9/20 牛窓周辺 ハゼ 投げ釣り 12㎝前後 20匹 青虫 キスやベラも釣れた

9/20 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 フグやメバルも釣れた

【岡山地区 9月】



9/21 神島周辺 イイダコ タコエギ ピンポン玉 5～7杯 イイダコショット
神島大橋下工事車両ある為

駐車場所に注意

9/21 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 20匹 青虫 セイゴやヒイラギも釣れた

9/22 小串周辺 セイゴ ウキ釣り 20～25㎝ 3匹 青虫
日中の釣果

手のひらサイズのチヌも釣れた

9/23 牛窓周辺 サヨリ サビキ釣り 15㎝前後 10匹 サヨリパワー＋アミエビ 撒き餌を多めに撒くこと

9/23 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 20匹 ママカリサビキ金 サビキオトリをたくさん付けた

9/23 下津井周辺 ブリ ルアー釣り 80㎝ 1匹 グローブライドのロデム ヒラメのルアーで釣れた

9/24 玉野周辺 アコウ ルアー釣り 20㎝前後 2匹 バグアンツ2インチ クリア系

9/24 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 セイゴも釣れた

9/24 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 20～45㎝ 6匹 紅牙一つテンヤTG5号 ハモとサメも釣れた

9/25 宇野沖 アオリイカ エギング 胴長15㎝まで 9杯 エギ王ライブ2.5号 オレンジ系が良かった

9/25 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 10～15㎝ 6匹 サヨリのおやつ アミエビをたくさん撒いて寄せて

9/25 下津井周辺 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 12杯 スクイッドシーカー30g 深場が好反応

9/25 玉島E地区 マダコ タコエギ 1㎏前後 2杯 タコやん 夕方の釣果

9/26 高松沖 ブリ 泳がせ釣り ～82㎝ 2匹 アジ -

9/26 九蟠港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20匹 アカアミ えんぴつサイズのサヨリも釣れた

9/26 玉島E地区 サヨリ ウキ釣り 12㎝前後 20匹 サヨリ名人 サヨリパワー

9/27 神島周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 20匹 アミエビ しっかりと餌を撒くと釣果が伸びる

9/27 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 20匹 青虫 満潮前後で釣れた

9/27 新岡山港 ママカリ サビキ釣り ～15㎝ 40匹 アカアミ 10㎝以下の小型は少なかった

9/27 玉島E地区 ベイカ エギング 10㎝前後 15杯 ナオリー 周りでも釣れた

9/28 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ 遠投した方が良い

9/28 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 6匹 ブレイズテンヤ10号 冷凍海エビでも釣れた

9/29 小豆島 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3本 25～57匹 スパイラルサンマ -

9/29 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 4匹 紅牙一つテンヤTG8号 カサゴやセトダイも釣れた

9/29 九蟠港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 砂虫 まだまだ小さいのが多い

9/29 沙美周辺 イイダコ ちょい投げ ピンポン玉 4杯 イイダコショット サビキでママカリが釣れた

9/29 下津井周辺 アオリイカ エギング 胴長18㎝ 6杯 エメラルダスピーク 2.5～3号

9/30 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 80匹 アミエビ サヨリパワーでしっかり寄せた

9/30 小豆島周辺 メバル 船胴突 ～27㎝ 5匹 青虫
カサゴ・チヌ・グレ・アジなど

五目釣り



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 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 夕マズメの釣果

8/2 宇野港 アナゴ ぶっこみ釣り 30～40㎝ 5匹 青虫(太め)
オモリはお多福20号

ハリスに夜光パイプを通す

8/2 吉井川下流 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 4匹 青虫 セイゴも釣れた

8/3 新岡山港 ハゼ 投げ釣り 13～15㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

8/4 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 20杯 シラサエビ エギでも釣れている

8/4 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 キスも2匹釣れた

8/4 下津井沖 マダイ タイラバ ～70㎝ 3匹 2Step オレンジ系のネクタイ

8/4 玉島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 30杯 シラサエビ 数が釣れ始めている

8/5 新岡山港 ウナギ ぶっこみ釣り 50㎝ 1匹 カメジャコ 濁りが入るとまだまだ釣果がアップ

8/5 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 青虫 アナゴも釣れた

8/5 高梁川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ドバミミズ 日が暮れてすぐに釣れた

8/4 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 100杯以上 シラサエビ 潮位が高い時にアタリが集中した

8/6 宇野沖 マダイ タイラバ 30～42㎝ 4匹 2Step オレンジ系のネクタイ

8/6 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 32～39㎝ 5匹 海エビ 周りも良く釣れていた

8/7 旭川河口 ハゼ 探り釣り 15～20㎝ 10匹 青虫 流れが緩い足元狙い

8/7 吉井川下流 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 5匹 青虫 チヌやセイゴも釣れた

8/7 玉島E地区 ベイカ ライトエギング 胴長7㎝前後 30杯 ナオリー1.5号 オレンジグロー

8/7 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

8/7 下津井沖 マダイ タイラバ 30～40㎝ 3匹 松岡スペシャル 午前中の釣果

8/8 新岡山港 チヌ フカセ釣り 33㎝ 1匹 生ミック -

8/8 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り ～60㎝ 3匹 ミミズ 2匹はリリースサイズ

8/8 下津井沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 4匹 ビンビン玉60g オレンジ系のネクタイ

8/8 下津井沖 アコウ 一つテンヤ 50㎝ 4匹 海エビ マダイも4匹釣れた

8/10 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～12㎝ 16匹 アミエビ しっかりと撒くのがコツ

8/10 与島 チヌ フカセ釣り 25～30㎝ ５匹 喰い渋りイエロー 浅いタナで釣れた

8/11 宇野周辺 ベイカ ライトエギング 胴長5㎝前後 10杯 ナオリー1.5号 ピンクグロー

8/11 牛窓沖 アコウ タイラバ 35～42㎝ 2匹 松岡スペシャル リリースサイズのマダイも3匹

8/11 黒崎漁港 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 15杯 シラサエビ ライトエギングでも釣れた

8/11 宇野港 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝ 10杯 シラサエビ 底付近を中心に狙うと良い

8/12 宇野周辺 ベイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 10杯 シラサエビ タナは深めを狙った方が良い

8/12 笠岡周辺 イイダコ ちょい投げ ピンポン玉 30杯 デュエル)イイやん
ホログラムがはいっている方が

釣果が良い

8/13 旭川河口 ウナギ ぶっこみ釣り 40～55㎝ 3匹 冷凍カメジャコ 水位がある時は遠投しない方が良い

8/14 牛窓沖 チヌ フカセ釣り 30～35㎝ 3匹 オキアミ チヌ煙幕

8/14 宇野港 ベイカ 探り釣り ～胴長8㎝ 15杯 シラサエビ チビイカ仕掛け　深場で釣れた

8/15 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 57㎝ 1匹 海エビ アコウも釣れた

8/15 子父雁 アコウ テキサスリグ 30～40㎝ 2匹 バグアンツ3in 潮止まりの時に釣れた

8/16 笠岡沖 アコウ ぶっこみ釣り 30～45㎝ 5匹 コウジ 70㎝のマダイや50㎝のチヌも釣れた

8/16 宇野周辺 アジ サビキ釣り 15㎝前後 50匹 ハヤブサ)リアルアミサビキ 夕マズメの釣果

8/16 小串周辺 チヌ 投げ釣り 25～30㎝ 3匹 青虫 見えてるチヌは青虫に反応しない

8/16 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 10㎝前後 15杯 シラサエビ エギでも釣れている

8/17 新岡山港 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 5匹 オキアミ チヌパワー

8/18 子父雁 アコウ ルアー釣り 30㎝前後 2匹 バグアンツ 雨で濁っていたが釣れた

8/19 小串周辺 ハゼ 投げ釣り ～18㎝ 8匹 青虫 小さいセイゴも釣れた

8/19 笠岡周辺 イイダコ ちょい投げ ピンポン玉サイズ 20杯 デュエル)イイやん 黄色系で釣れた

8/20 寄島 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝ 50杯 ナオリー1.5シャロー 明かりのある所をランガン

8/21 牛窓港 アコウ ルアー釣り 36㎝ 1匹 バグアンツ3in 朝マズメに釣れた

8/21 玉島周辺 サヨリ ウキ釣り 10～12㎝ 61匹 さしあみ 午前中の釣果

8/21 黒崎漁港 イイダコ ルアー釣り ピンポン玉サイズ 20杯 イイダコSHOT 遠投した方が良い

8/22 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 6匹 青虫 午前中の釣果

8/22 下津井沖 マダイ ジギング 50㎝前後 1匹 メタルジグ ハマチも釣れた

8/23 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 17匹 青虫 イワガニも釣れた

8/23 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 10杯 シラサエビ 夕マズメの釣果

8/23 玉島E地区 ベイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 30杯 シラサ エギでも釣れている

8/23 下津井沖 マダイ タイラバ 45～50㎝ 10匹 2StepTG 60g オレンジ系

8/24 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 3匹 フリースライド60g TG ドラゴンストレート オレンジ

8/24 田井新港 ベイカ 探り釣り 胴長7㎝前後 10杯 シラサエビ チビイカ針のSを使用

8/24 寄島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長7㎝前後 20杯 ナオリー1.5号 潮がきいている場所

8/25 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 -

8/25 小串周辺 ハゼ ちょい投げ ～15㎝前後 30匹 青虫 午前中3時間程での釣果

8/25 玉島周辺 イイダコ ルアー釣り ピンポン玉サイズ 10杯 イイやん 午前中

8/26 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～12㎝ 12匹 青虫 ヒイラギも釣れた

8/26 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～17㎝ 4匹 青虫 セイゴやメバルも釣れた

【岡山地区 8月】



8/26 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 3匹 2StepTG マゴチも釣れた

8/27 宇野港周辺 カサゴ 探り釣り 16～18㎝ 3匹 青虫 海タナゴやマダイも釣れた

8/28 小串周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30匹 青虫 -

8/28 新岡山港 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 10匹 青虫 アナゴも釣れた

8/29 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 35～60㎝ 4匹 海エビ アコウも釣れた

8/29 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り 50㎝前後 2匹 ドバミミズ シマミミズはエサ盗りが多い

8/29 玉島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 15杯 チビイカ針 ナオリー1.5号でも釣れた

8/29 高梁川河口 シーバス ルアー釣り 30～50㎝ 4匹 バイブレーション 明るめの色が良かった

8/30 田井新港 ベイカ 探り釣り 胴長6㎝前後 20杯 シラサエビ 波止際付近

8/30 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り ～15㎝ 10匹 青虫 セイゴも釣れた

8/31 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 20～30㎝ 3匹 バグアンツ 干潮からの満ち上げ

8/31 宇野港 ベイカ 探り釣り 胴長5～7㎝ 20杯 シラサエビ エギでも釣れた

8/31 沙美海岸 ハゼ ちょい投げ 8㎝ 5匹 青虫 砂虫でも釣れた



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 牛窓周辺 アコウ 探り釣り 25㎝前後 1匹 虫ヘッド+青虫
ボトム付近を巻いてヒット

カサゴ･タケノコメバルも釣れた

7/2 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 10匹 アミエビ ママカリも釣れた

7/2 子父雁 アコウ 胴突釣り 40㎝ 1匹 海エビ 朝一の釣果

7/3 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 3匹 ミミズ エサ取りのギギが多い

7/3 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 200匹 アミエビ ままかりサビキ5号

7/4 日比港 小サバ ウキ釣り 15㎝前後 11匹 生イキくん カサゴやメバルも釣れた

7/4 牛窓周辺 キス 投げ釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 ゆっくり巻く

7/4 下津井堤防 マダコ タコエギ 800g 2杯 オオダッコ -

7/4 玉島港 シーバス ルアー釣り 50～70㎝ 15匹 ファラストリップレス90S 灯の外側で連発

7/5 宇野港周辺 アコウ ルアー釣り 28～32㎝ 2匹 バグアンツ
根掛かり多いので

テキサスリグが良い

7/5 九蟠港 キス ちょい投げ ～15㎝ 5匹 青虫 水深の浅い所

7/6 新岡山港 チヌ ウキ釣り 25～38㎝ 3匹 生ミック 夜釣り

7/7 白石島周辺 ハマチ ジギング 70㎝ 1匹 ジグパラ50g イワシカラー

7/7 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～28㎝ 9匹 ママカリサビキ ママカリも釣れた

7/7 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 3匹 ミミズ 夕マズメの釣果

7/8 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 2匹 ドバミミズ 満潮前後の釣果

7/8 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 青虫 チヌが釣れた

7/9 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 25～35㎝ 3匹 青虫 -

7/9 吉井川下流 チヌ フカセ釣り ～45㎝ 5匹 チヌパワームギSP 手の平サイズが増えてきた

7/9 笠岡沖 キス 天秤仕掛 ～24㎝ 30匹 砂虫 ササメのビクトルキス8号使用

7/10 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 10匹 アミ姫 ママカリも釣れた

7/10 下津井周辺 マダコ 探り釣り ～1.4㎏ 4杯 デビルパラシュート 朝マズメの釣果

7/10 下津井堤防 マダコ 探り釣り ～900g 2杯 ダイワ)マダク 黄色系

7/10 玉島E地区 アナゴ ちょい投げ 40㎝前後 5匹 サンマの切り身 当たりは多いが食い込みが浅い

7/11 下津井沖 マダイ タイラバ 25～50㎝ 5匹 ビンビン玉TG60g オレンジに好反応

7/11 新岡山港 チヌ ダンゴ釣り 45㎝ 1匹 くわせオキアミV9
ダンゴはぬかとチヌパワーと

オカラダンゴを混ぜたものを使用

7/11 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 7匹 ママカリサビキ
マキエをしなかったため

釣果が悪かった

7/12 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 10匹 アミエビ かわせみのママカリサビキを使用

7/12 宇野港 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 チャリコも釣れた

7/13 下津井沖 マダイ タイラバ 25～50㎝ 6匹 鯛乃実TG60g オレンジに好反応

7/13 田井新港 カサゴ 探り釣り 12～14㎝ 3匹 青虫 セイゴも釣れた

7/13 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～50㎝ 5匹 海エビ メジャー)げんこつかぶら10号

7/14 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 -

7/14 九蟠港 ハゼ ちょい投げ ～15㎝ 10匹 青虫 17㎝前後までのキスも釣れた

7/14 高梁川河口 ウナギ 投げ釣り 45㎝ 2匹 ドバミミズ そこそこのサイズ

7/15 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 20～30杯 シラサエビ 干潮～上げ五分くらいまでの釣果

7/15 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長20㎝前後 5杯 フラッシュブースト 足元でヒット　まだ釣れ続きそう

7/16 牛窓周辺 キス 投げ釣り 10㎝前後 6匹 砂虫 エサ取りのフグも釣れた

7/16 高梁川河口 ウナギ 投げ釣り 65㎝ 1匹 ドバミミズ テナガエビも取れる

7/16 サノヤス ママカリ サビキ釣り 8㎝前後 10匹 カワセミ)ママカリサビキ4号 -

7/17 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 6～11匹 紅牙タイカブラTG 10～12号

7/17 新岡山港 シーバス 投げ釣り 70㎝ 1匹 青虫 夕マズメの釣果

7/17 玉島周辺 アナゴ ちょい投げ 30㎝ 1匹 青虫 ハゼ、手長ダコも釣れた

7/17 下津井波止 ママカリ サビキ釣り 10㎝ 45匹 アミエビ ママカリサビキ6号の金鈎

7/18 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 50～60㎝ 2匹 ミミズ 満潮時に釣れた

7/19 高梁川河口 ウナギ 投げ釣り 40～60㎝ 3匹 ドバミミズ 夕方～3時間程の釣果

7/19 下津井沖 マダイ タイラバ ～66㎝ 7匹 2StepTG オレンジのネクタイに好反応

7/20 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 8匹 アミエビ しっかりと撒くと良い

7/20 下津井周辺 マダコ タコエギ 500g～1kg 3杯 オオダッコ 2～3時間で釣れた

7/21 神島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 4匹 本虫･海エビ ルミカ　あなご天国を使用

7/21 旭川河口 シーバス ルアー釣り 40～60㎝ 4匹 トリックアッパー105F
夕マズメの釣果

小刻みにドッグウォーク

7/21 九蟠港 キス 投げ釣り 10～15㎝ 5匹 砂虫 ハゼも釣れた

7/21 玉島沖 マダコ タコエギ ～1kg 10杯 レッツライド 2時間ほどでまとまって釣れた

7/22 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～60㎝ 5匹 げんこつカブラ10号 マゴチ・ギザミ・ニベも釣れた

7/22 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 50～60㎝ 2匹 冷凍アナジャコ 短時間での釣果

7/22 宇野沖 キス 天秤仕掛 15～27㎝ 35匹 砂虫 数釣りと型釣り両方楽しめる

7/22 サノヤス ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹以上 アミエビ 群れが入れば入れ食い

【岡山地区 7月】



7/23 九蟠港 チヌ ルアー釣り 30㎝前後 3匹 バイブレーション
時々底の石に当てる感じで巻くと

リアクションで食ってくる

7/23 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 5匹 青虫 満潮時の釣果

7/23 小田川 ウナギ 投げ釣り 40㎝ 2匹 ミミズ
ギギが多いので

ミミズがたくさん必要

7/24 小豆島沖 マダイ タイラバ 30～42㎝ 8匹 2Step 朝マズメ

7/24 寄島 ベイカ 探り釣り 胴長3～5㎝ 20杯 シラサエビ まだサイズが小さいなぁ～とのこと

7/25 下津井 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 5～10匹 紅牙タイカブラTG 10～12号

7/25 宇野周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 10杯 シラサエビ 底付近で釣れた

7/25 牛窓 マダイ フカセ釣り 50～62㎝ 4匹 チヌパワーDASH 夕方までの3～4時間での釣果

7/25 玉島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長6㎝前後 15杯 シラサエビ 2時間程での釣果

7/26 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～47㎝ 4匹 海エビ ダイワ)紅牙タイカブラ 赤金

7/26 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り 50㎝前後 3匹 ミミズ 1匹はまだ明るい時間に釣れた

7/27 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5～8㎝ 20～35杯 シラサエビ サイズが良いのも混ざり始めた

7/27 下津井波止 メバル ウキ釣り 15～16㎝ 10匹 青虫 カサゴ3匹、マダイ3匹も釣れた

7/27 寄島 ベイカ ライトエギング 胴長3～5㎝ 50杯 リトルエギ めちゃくちゃ簡単だったとの事

7/28 旧岡山港 チヌ チニング 35㎝ 1匹 バグアンツ3in 夕マズメの釣果

7/28 牛窓 マダイ フカセ釣り ～56㎝ 3匹 チヌパワームギSP この日も夕方に釣れた

7/29 牛窓周辺 キス 投げ釣り 13～18㎝ 8匹 砂虫 早朝から3時間ほどでの釣果

7/29 九蟠港 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 キス狙い

7/29 児島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 15杯 シラサエビ 2本針仕掛けを使用

7/30 田井新港 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 30杯 シラサエビ エギでも釣れている

7/30 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 夕マズメの釣果

7/31 児島周辺 アナゴ ちょい投げ 40㎝ 1匹 青虫 チヌやハゼも釣れた

7/31 吉井川下流 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 3匹 青虫 セイゴも釣れた

7/31 寄島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長7㎝前後 30杯 ナオリー1.5号
潮が流れている時は

浅いタナで釣れた

7/31 下津井沖 マダイ タイラバ 35㎝前後 2匹 オレンジ系 餌釣りではキスが釣れた



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 三蟠港 ハネ 投げ釣り 51㎝ 1匹 本虫 -

6/1 サノヤス ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 20匹 ママカリサビキ コノシロも釣れた

6/1 下津井周辺 コウイカ エギング 胴長18㎝前後 3杯 ヤマリア)エギ王 オレンジ系

6/1 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 3人で20杯 ダートフラッシュ3号
かなりの数の群れが接岸中

胴突でも釣れた

6/2 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 13～16㎝ 7匹 青虫 セイゴも釣れた

6/2 黄島 メバル メバリング ～22㎝ 12匹 パワーシラス 3gのシンカーを付けて遠投

6/2 下津井周辺 アオリイカ エギング 2㎏オーバー 1杯 シマノ)フラッシュブースト 3号

6/3 宇野港 メバル 探り釣り 10～13㎝ 4匹 砂虫 カサゴも釣れた

6/3 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 3匹 青虫 セイゴも1匹釣れた

6/4 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 際周りや少し投げた沖を探った

6/4 下津井沖磯 キス 投げ釣り ～22㎝ 13匹 砂虫 ベラも釣れた

6/5 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 51㎝ 1匹 本虫 満潮前

6/5 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 青虫 セイゴも釣れた

6/5 玉島E地区 アナゴ ちょい投げ 40㎝前後 4匹 さんまの切り身 足元

6/6 下津井沖 キス 船胴突 ～24㎝ 80匹 砂虫
ハヤブサ)瀬戸内ベラ･ガシラ胴突き

仕掛け

6/6 下津井沖 マダイ タイラバ 25～55㎝ 6匹 タイタン60g 小型が多い

6/6 下津井沖 サワラ ジギング 72㎝ 1匹 ジグパラ30g シルバー系

6/7 宇野沖 チヌ フカセ釣り ～50㎝ 3匹 チヌ煙幕･チヌの道 マダイも釣れた

6/7 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20～30㎝ 2匹 青虫 ハゼも釣れた

6/8 白石周辺 キス 船釣り 18～25㎝ 35匹 青虫 天秤仕掛けで浅場を狙う

6/8 宇野周辺 アコウ 探り釣り 32㎝ 1匹 青虫 カサゴも釣れた

6/9 牛窓周辺 キス 投げ釣り 10～15㎝ 4匹 砂虫 エサを小さく

6/9 子父雁 アコウ ルアー釣り 51㎝ 1匹 バグアンツ3インチ 今期の自己ベストとのこと

6/9 下津井周辺 アオリイカ エギング 500g 1杯 エギ王3号

6/9 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長15～20㎝ 3杯 デュエル)エギスッテ 緑系に反応が良いとのこと

6/10 東宝伝 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 メバルも釣れた

6/10 子父雁 アコウ ルアー釣り 41㎝ 1匹 バグアンツ3インチ 同サイズのマダイも1匹

6/11 宇野港 コウイカ エギング 胴長15～18㎝ 2杯 エギ王ライブ3号 オレンジ系

6/11 前島波止 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 1匹 チヌベスト 横の釣り人が同サイズのマダイを1匹

6/11 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 5人で30杯 パタパタ 大潮で活性が上がった様子

6/12 宇野周辺 メバル ジグヘッド+青虫 20㎝前後 6匹 青虫 足元

6/12 新岡山港周辺 ウナギ 投げ釣り 40㎝位 2匹 青虫 セイゴ狙い

6/12 笠岡周辺 カサゴ ルアー釣り 29㎝ 1匹 リングベイト3インチ 遠投して広範囲を探る

6/13 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～45㎝ 5匹 海エビ ダイワ)紅牙タイテンヤTG8～10号

6/13 宇野周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫
仕掛けに巻き付いたりするので

1本仕掛けがオススメ

6/13 坂出沖 メバル 船サビキ 20～25㎝ 13匹 鳴門船サビキ 良型

6/14 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 40～55㎝ 3匹 ドバミミズ 日が暮れてすぐに

6/14 東宝伝 メバル ウキ釣り 15㎝前後 5匹 青虫 夕マズメの釣果

6/14 E地区 コウイカ エギング 胴長18㎝前後 3杯 ディープフラッシュ3号 アゴリグ5g前後

6/15 前島 小サバ サビキ釣り 20㎝前後 80匹 アミエビ 満潮前後に時合到来

6/15 笠岡沖 キス 船釣り 15～25㎝ 20匹 砂虫 小型が多い

6/16 旭川河口 フッコ ぶっこみ釣り 50㎝前後 ２匹 スーパーコウジ 濁りが入るとサイズが良い

6/16 牛窓沖 ブリ タイラバ 89㎝ 1匹 2Step 50㎝前後のマダイも1匹

6/16 下津井沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 3匹 松岡SP アコウも釣れた

6/17 牛窓周辺 キス ちょい投げ 10～15㎝ 4匹 砂虫 投げて待つよりもゆっくり巻く

6/17 笠岡沖 キス 船釣り 10～20㎝ 10匹 砂虫 潮が緩んだ時に短時間で

6/18 牛窓周辺 キス 投げ釣り 12～20㎝ 8匹 砂虫 少し遠投した方が良い

6/18 牛窓沖 アコウ タイラバ 40～50㎝ 3匹 2Step 同サイズのマダイも釣れた

6/19 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 4匹 青虫 遠投しなくても釣れた

6/19 九蟠港 キス 投げ釣り 10～15㎝ 15匹 青虫 調子が良ければ4~5時間で

6/19 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 4匹 2Step 赤系に好反応

6/20 新岡山港 チヌ ウキ釣り 22～35㎝ 3匹 生ミック ウキ下は1ヒロ前後

6/20 西宝伝 キス 投げ釣り 10～13㎝ 5匹 砂虫 エサ取りが多い

6/20 サノヤス ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 50匹 生イキ君マキエ ママカリサビキ金針の6号

6/20 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 8匹 2Step アコウやカサゴも釣れた

6/21 新岡山港周辺 ウナギ 投げ釣り 55～78㎝ 2匹 青虫･ミミズ 大きい方はミミズで釣れた

6/21 笠岡沖 キス 船釣り 15～23㎝ 64匹 砂虫 2人での釣果

6/22 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 15㎝前後 3匹 青虫 ブラクリの2号

6/22 大室港 アオリイカ エギング 約1㎏ 1杯 デュエル)ダートマスター 3.5号 オレンジ

【岡山地区 6月】



6/23 笠岡沖 キス 船釣り 20㎝前後 50匹 青虫 マゴチも釣れた

6/23 宇野沖 マダイ タイラバ 35～58㎝ 3匹 2Step マゴチも釣れた

6/23 子父雁 アコウ 胴突釣り 30～40㎝ 2匹 海エビ 20～30㎝のカサゴも釣れた

6/24 宇野周辺 コウイカ エギング 胴長15～20㎝ 2杯 ディープフラッシュ3号 アオリイカ狙い

6/24 サノヤスドッグ ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 150匹 かわせみ)ママカリサビキ５号(金) -

6/25 神島 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 6匹 本虫 夜の投げ釣り！虫よけを！

6/25 新岡山港 チヌ ダンゴ釣り 43㎝ 1匹 くわせオキアミV9 チヌパワー

6/26 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～26㎝ 9匹 アミエビ
ママカリ･カタクチ･

ヒイラギも釣れた

6/26 子父雁 アコウ テキサスリグ 30～40㎝ 2匹 バグアンツ3インチ 潮止まりのタイミングで釣れた

6/26 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 5匹 ローリングベイト コウイカも釣れた

6/27 飛島沖 キス 船釣り 15～22㎝ 38匹 砂虫 胴突き仕掛けを使用

6/27 吉井川支流 ウナギ 投げ釣り ～60㎝位 6匹 ミミズ
夜の早い時間帯の方が

サイズが良かった

6/27 笠岡沖 キス 投げ釣り 20㎝前後 20匹 砂虫 ビクトルキス8号

6/27 玉島E地区 アナゴ ちょい投げ 30㎝前後 2匹 青虫 夜

6/28 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 10匹 アミエビ ママカリも釣れた

6/28 西宝伝 キス ちょい投げ 10～15㎝ 5匹 砂虫 フグが釣れてエサをよく取られた

6/28 サノヤスドッグ ママカリ サビキ釣り 8㎝前後 50匹 アミエビ コノシロが3匹、小サバも釣れた

6/29 宇野周辺 メバル 探り釣り 15～18㎝ 4匹 青虫 のべ竿で際を探った

6/29 下津井堤防 マダコ タコエギ 最大800g 2杯 マルシン)レッツライド40g イエロー

6/30 旭川河口 シーバス ルアー釣り 45～65㎝ 5匹 DogーX
夕マズメの釣果　流れが出ると、

活性が上がってボイルが起こった

5/25 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～38㎝ 6匹 海エビ 朝マズメが反応よい

5/26 宇野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 アジリンガー カサゴも釣れた

5/26 宇野沖 メバル ボートメバリング ～27㎝ 45匹 ビームスティック2.2 潮止まりからの上げ潮

5/26 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 3匹 富士山てんや -

5/26 宇野沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 8匹 海エビ 65㎝のハマチも釣れた

5/27 子父雁 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 2杯 コウイカバスター ウキ釣りをしている人もいた

5/27 宇野沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 5匹 松岡スペシャル ヒラメも釣れた

5/27 下津井沖 サワラ ジギング 87㎝ 1匹 メジャークラフト)ジグパラ40g 青系を使用

5/28 牛窓周辺 カサゴ ブラクリ 10～17㎝ 6匹 青虫 メバルやタケノコメバルが釣れた

5/28 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 20匹 アミ姫 コウイカも釣れた

5/28 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～40㎝ 14匹 海エビ
船全体でも大きいサイズは

いなかった

5/29 牛窓 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 チヌパワーDASH
電気ウキに変え、

日没と同時に釣れた

5/29 宇野沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 6匹 紅牙中井チューン アコウも釣れた

5/29 下津井周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長18㎝ 15杯 ドロッパー 水平ドロッパーシラサカラー

5/30 宇野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 ビームスティック グローピンク

5/30 サノヤス マダコ 投げ釣り 800g 1杯 キス仕掛け 投げ釣りしてたら釣れた

5/31 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 32～41㎝ 3匹 麦黒鯛 -



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 宇野沖 メバル ウキ釣り 18～27㎝ 8匹 青虫 ウキ下は1ヒロ以内と浅め

5/1 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝ 15匹 アンビットママカリサビキ カタクチイワシも釣れた

5/1 牛窓沖 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 12匹 チヌパワーDASH 数が釣れている

5/2 下津井沖磯 チヌ フカセ釣り 49㎝ 1匹 チヌ煙幕 -

5/2 小豆島磯 マダイ フカセ釣り ～50㎝前後 4匹 爆寄せチヌ 同日、62㎝を釣った人もいた

5/2 下津井沖磯 メバル 探り釣り ～23㎝ 10匹 砂虫 -

5/2 宇野沖 マダイ フカセ釣り 50～55㎝ 2匹 制覇マダイ 良型が揃った

5/3 宇野沖 アコウ マイクロジギング 47㎝ 2匹 ジグパラTG セイゴも釣れた

5/3 与島 メバル メバリング ～25㎝ 30匹 ベビーサーディン
2人での釣果

フロートを使用し遠投

5/3 下津井沖 メバル 船胴突 17～25㎝ 20匹 青虫 青虫を使うと良型が揃った

5/4 笠岡沖 ヤズ ジギング 45～50㎝ 1～4匹 TGベイト 40～60g

5/4 田井新港 メバル メバリング 13～19㎝ 6匹 ビームスティック カサゴも釣れた

5/4 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 ママカリサビキ白4号
小さいサイズも混じるが

良く釣れている

5/4 下津井周辺 キス 投げ釣り ～20㎝ 3匹 青虫 -

5/5 小豆島磯 マダイ フカセ釣り ～58㎝ 8匹 制覇マダイ 2桁釣った人もいた

5/5 笠岡沖 キス 船釣り 18～24㎝ 10匹 砂虫 良型が良く釣れた

5/6 下津井 アコウ タイラバ 30～40㎝ 3～6匹 ビッグマウス 80g

5/6 田井新港 カサゴ 探り釣り 15～17㎝ 6匹 青虫 セイゴも釣れた

5/6 白石島 マダイ タイラバ 50㎝まで 6匹 自作ルアー 岸からのキャスティングでの釣果

5/6 宇野沖 マダイ タイラバ 25～50㎝ 8匹 ビンビン玉TG60g オレンジカーリーネクタイ使用

5/7 小豆島沖 メバル 船サビキ ～28㎝ 60匹 鱗メバル 2時間での釣果　入れ喰い状態

5/7 サノヤス コウイカ エギング 胴長15㎝ 1杯 エギ王3号 シーバスも釣れた

5/7 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹 ママカリサビキ 周辺ではイワシも釣れていた

5/8 井島沖 マダイ タイラバ 25～50㎝ 11匹 - 赤･オレンジ系

5/8 子父雁周辺 タケノコメバル ブラクリ 10～15㎝ 4匹 青虫 -

5/8 下津井沖 マダイ 船サビキ 30～35㎝ 12匹 ハヤブサのサビキ 食い気がよかった

5/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～68㎝ 6匹 2Step 良型が揃った

5/9 宇野沖 カサゴ 胴突釣り 15～20㎝ 30匹 海エビ小 朝の釣果

5/9 下津井沖 サワラ ショアジグ 104.5㎝ 1匹 メタルジグ50g キリシマ渡船利用　ベイトはサヨリ

5/9 宇野沖 マダイ タイラバ 20～35㎝ 10匹 自作タイラバ ニベ・カサゴも釣れた

5/9 宇野沖 アコウ ルアー釣り ～52㎝ 40匹 ナツメリグ 4人での釣果

5/9 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 25匹 ママカリサビキ イワシも釣れた

5/10 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 63㎝ 1匹 フラットジャンキーロデム4 ヒラメピンクイワシ

5/10 下津井沖 マダイ タイラバ ～56㎝ 4匹 2Step60g アコウも釣れた

5/12 下津井沖 ハマチ ショアジグ 60～70㎝ 2匹 激投60g キリシマ渡船利用　メーター級も

5/12 大槌周辺 マダイ タイラバ 30～52㎝ 4匹 2Step ハマチも釣れた

5/12 宇野沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 50匹 2Step 4人での釣果　深場が良い

5/13 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 18㎝前後 3匹 青虫 ブラクリ2号

5/13 牛窓沖島 メバル メバリング ～27㎝ 15匹 パワーシラス 半分以上が20㎝超

5/13 サノヤス コノシロ サビキ釣り 18㎝前後 30匹 ママカリサビキ ママカリやカタクチイワシも釣れた

5/14 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 2匹 本虫 満潮前後の釣果

5/14 黄島 メバル メバリング ～20㎝ 8匹 めばるingカブラ ワームよりカブラの方が良く釣れた

5/14 下津井沖 キス 船釣り 15～20㎝ 10匹 砂虫 -

5/14 玉島E地区 コウイカ エギング 18～20㎝ 3杯 ディープフラッシュ オレンジ系

5/15 宇野周辺 メバル メバリング 20㎝前後 5匹 アジリンガー 満潮前の2時間の釣果

5/15 牛窓 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 3匹 チヌパワーDASH 強風の中、風が止んだ瞬間に釣れた

5/15 大室港 メジロ ジギング 70㎝ 1匹 ジグパラ40g 朝マズメが反応よい

5/16 宇野周辺 ハマチ ショアジグ 60㎝ 1匹 ジグパラ40g 赤金

5/16 前島波止 チヌ フカセ釣り ～35㎝ 6匹 オリジナル白 白いマキエが好釣果

5/17 日生周辺 シーバス メバリング 40㎝ 1匹 ビームスティック タケノコメバルも釣れた

5/17 直島周辺 メバル 胴突釣り 15～25㎝ 8匹 青虫 マダイも1匹釣れた

5/17 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～40㎝ 14匹 海エビ 朝マズメが反応よい

5/18 下津井周辺 マダコ タコテンヤ 300g前後 2杯 背脂 満潮前

5/18 E地区 ママカリ サビキ釣り 10～13㎝ 20匹 ママカリサビキ 朝一が良く釣れた

5/18 玉島E地区 ヒラ ルアー釣り 50㎝前後 5匹 スクリューテール オレンジに好反応

5/19 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 7匹 海エビ アコウも釣れた

5/19 牛窓 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 6匹 チヌの宿 夜明け直後

5/20 笠岡沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 3~8匹 スタート オレンジ系と茶色系が好反応

5/20 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 40～55㎝ 5匹 ミミズ 遠投しなくてよい

5/20 小豆島 マダイ フカセ釣り ～50㎝ 8匹 制覇マダイ 遠投　10m前後のタナ

【岡山地区 5月】



5/20 下津井沖 マダイ タイラバ ～45㎝ 5匹 松岡スペシャル ゴールド系に好反応

5/20 サノヤスドッグ キス 投げ釣り 18㎝ 4匹 砂虫 満ち潮の方が釣れる

5/21 田井新港 コウイカ エギング 胴長15㎝ 2杯 ディープフラッシュ オレンジ色に好反応

5/21 前島 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 3匹 瀬戸内チヌ 底付近狙い

5/21 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～27㎝ 20匹 アジリンガー シーバスも釣れた

5/21 宇野沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 10匹 紅牙タイカブラTG8号 青物も釣れた

5/22 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 35～45㎝ 6匹 海エビ カサゴも釣れた

5/22 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～16㎝ 5匹 青虫 メバルも2匹釣れた

5/22 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 30匹 ママカリサビキ コウイカも4杯釣れた

5/22 下津井周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長16㎝ 4杯 ヨーヅリ)エギスッテ オレンジ系

5/23 旧岡山港 チヌ ルアー釣り 40㎝ 1匹 バイブレーション ボトム付近でヒット

5/23 牛窓 マダイ フカセ釣り ～54㎝ 5匹 チヌパワームギSP ポイントはだいぶ沖の方

5/23 下津井沖磯 キス 投げ釣り ～25㎝ 7匹 砂虫 ベラも6匹釣れた

5/24 下津井 タイ 一つテンヤ 30～60㎝ 4～7匹 海エビ 紅牙タイカブラTG8～12号

5/24 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 12～17㎝ 6匹 青虫 セイゴも釣れた

5/24 笠岡周辺 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 20匹 ママカリサビキ ママカリも少し釣れた

5/24 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 3匹 ローリングベイト -

5/25 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～47㎝ 5匹 海エビ ハマチも2匹釣れた

5/25 宇野沖 マダイ タイラバ 25～50㎝ 10匹以上 松岡SPα80 一つテンヤでも釣れる

5/25 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～38㎝ 6匹 海エビ 朝マズメが反応よい

5/26 宇野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 アジリンガー カサゴも釣れた

5/26 宇野沖 メバル ボートメバリング ～27㎝ 45匹 ビームスティック2.2 潮止まりからの上げ潮

5/26 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 3匹 富士山てんや -

5/26 宇野沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 8匹 海エビ 65㎝のハマチも釣れた

5/27 子父雁 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 2杯 コウイカバスター ウキ釣りをしている人もいた

5/27 宇野沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 5匹 松岡スペシャル ヒラメも釣れた

5/27 下津井沖 サワラ ジギング 87㎝ 1匹 メジャークラフト)ジグパラ40g 青系を使用

5/28 牛窓周辺 カサゴ ブラクリ 10～17㎝ 6匹 青虫 メバルやタケノコメバルが釣れた

5/28 サノヤス ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 20匹 アミ姫 コウイカも釣れた

5/28 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～40㎝ 14匹 海エビ
船全体でも大きいサイズは

いなかった

5/29 牛窓 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 チヌパワーDASH
電気ウキに変え、

日没と同時に釣れた

5/29 宇野沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 6匹 紅牙中井チューン アコウも釣れた

5/29 下津井周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長18㎝ 15杯 ドロッパー 水平ドロッパーシラサカラー

5/30 宇野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 ビームスティック グローピンク

5/30 サノヤス マダコ 投げ釣り 800g 1杯 キス仕掛け 投げ釣りしてたら釣れた

5/31 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 32～41㎝ 3匹 麦黒鯛 -



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 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 青虫 夕マズメの釣果

4/1 日生 チヌ フカセ釣り ～45㎝ 4匹 チヌベスト 乗っ込みだした

4/1 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 20～40㎝ 20匹 ビームフィッシュ 小さいサイズが入れ食い

4/2 牛窓沖磯 メバル メバリング 18～27㎝ 10匹 アジリンガー フロートで遠投しての釣果

4/2 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～28㎝ 10～20匹 アジリンガー マダイも釣れた

4/2 下津井沖 メバル メバリング 16～23㎝ 8匹 ビームフィッシュ -

4/2 宇野沖 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 4匹 チヌパワーDASH -

4/3 下津井沖 マタイ タイラバ 25～60㎝ 3～7匹 TGドロップ 朝の釣果

4/3 旭川河口 シーバス ルアー釣り 30～42㎝ 3匹 マニック 満潮前に釣れた

4/3 牛窓港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 セイゴやメバルも釣れた

4/3 下津井沖 マダイ 船サビキ ～57㎝ 20匹 ハヤブサ)真鯛サビキ -

4/4 宇野周辺 メバル メバリング 13～22㎝ 20匹 ビームスティック カラーは玉露カブラ

4/4 宇野沖 メバル 船胴突 ～24㎝ 24匹 シラウオ -

4/5 牛窓沖磯 チヌ フカセ釣り 32～45㎝ 10匹 白チヌ 乗っ込み始まっている

4/5 与島 メバル メバリング ～22㎝ 15匹 ビームスティック 岩場周り

4/6 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 1～3匹 TGドロップ 60g

4/6 東宝伝 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 5匹 シラサエビ ブラクリ4号

4/6 玉島周辺 セイゴ ルアー釣り 20～30㎝ 3匹 ガンシップ 常夜灯周り

4/6 玉島周辺 カサゴ 胴突釣り 20㎝ 1匹 青虫 -

4/7 新岡山港 チヌ 投げ釣り 25㎝ 1匹 青虫 セイゴも釣れた

4/7 宇野港 メバル メバリング 10㎝前後 4匹 スクリューテールグラブ カサゴも釣れた

4/7 宇野沖 マダイ タイラバ 40～65㎝ 9匹 松岡スペシャルα オレンジ系の色に反応がよい

4/7 下津井沖 マダイ タイラバ ～70㎝ 3匹 2Step オレンジ系 乗っ込みに入った

4/8 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 モロコでも釣れる

4/8 笠岡沖 カサゴ 船胴突 ～20㎝前後 20匹 モロコ リリースサイズが多い

4/8 下津井沖 マダイ 船サビキ 30～42㎝ 6匹 ミミイカサビキ 乗っ込み始まった

4/8 玉島周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 1杯 エギ3号 釣れ始めた

4/9 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 40㎝ 2匹 青虫 満潮前

4/9 牛窓 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 1匹 麦黒鯛
水温が低い？為か、岸からは不調

（3人で1匹）

4/9 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 5匹 ママカリサビキ これから数に期待

4/10 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 15～22㎝ 4匹 青虫 タケノコメバルも釣れた

4/10 東宝伝 カサゴ 胴突釣り ～23㎝ 4匹 青虫 3時間での釣果

4/10 沙美周辺 テナガダコ タコエギング 頭が握りこぶしぐらい 5杯 自作タコエギ 明るい場所が好反応

4/11 渋川周辺 メバル メバリング 18～22㎝ 5匹 スクリューテールグラブ シンキングタイプのフロート

4/11 前島波止 メバル メバリング ～20㎝前後 5匹 めばるingカブラ 波止際を狙うと釣れた

4/11 下津井沖 マダイ タイラバ 50㎝ 1匹 2Step 朝一で釣れた

4/11 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 30～40㎝ 5匹 ローリングベイト 55mm　クリアカラー

4/12 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30～38㎝ 2匹 湾チヌⅡ 底狙い

4/12 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 夕マズメの釣果

4/12 玉島周辺 コウイカ エギング 胴長20㎝ 2杯 オレンジ系 良型が釣れている

4/13 宇野周辺 メバル メバリング 15～18㎝ 5匹 ビームスティック 引き潮

4/13 宇野周辺 メバル メバリング 13～22㎝ 8匹 アジリンガー フロートで遠投

4/13 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 21匹 ママカリサビキ コノシロも釣れた

4/14 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 18～22㎝ 3匹 青虫 ブラクリ2号

4/14 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長15～20㎝ 3杯 グロー系スッテ 短時間

4/15 東宝伝 カサゴ 穴釣り 10㎝前後 4匹 青虫
ブラクリ

夕マズメの釣果
4/15 宇野沖 メバル ボートメバリング 18～25㎝ 80匹 主にエスマジック 3人での釣果

4/15 児島周辺 メバル メバリング 15～24㎝ 8匹 フロートリグ 表層

4/15 宇野沖 メバル 船胴突 15～24㎝ 23匹 シラウオ ササメのマッスルメバル仕掛け

4/15 下津井沖 マダイ タイラバ 30～60㎝ 4匹 2Step 良型が釣れている

4/16 下津井周辺 マダイ タイラバ 30～64㎝ 5匹 ビンビン玉 ゴールド系のネクタイ

4/16 宇野周辺 メバル メバリング 12～15㎝ 8匹 ぶっ飛びロッカーⅡ 小型が多くライズしている

4/16 下津井沖磯 メバル 探り釣り 18～23㎝ 20匹 青虫 -

4/17 宇野沖 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 オキアミ スーパー磯マダイⅡ

4/17 牛窓港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 メバルやセイゴも釣れた

4/18 新岡山港 アナゴ ちょい投げ 30㎝前後 2匹 青虫 -

4/18 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 青虫の2本掛け

4/18 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 9匹 アミ姫 良型が釣れている

4/18 サノヤスドッグ コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 2杯 コウイカスッテ ハヤブサのコウイカリーダー

4/19 小豆島沖 メバル 船サビキ 20～28㎝ 15匹 鳴門サビキ ほとんどが20㎝オーバー

4/19 笠岡沖 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 5匹 チヌパワームギ マダイも釣れた

4/19 下津井沖 マダイ 船サビキ ～52㎝ 15匹 ハヤブサ)真鯛サビキ -

【岡山地区 4月】



4/19 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長20㎝ 2杯 エギスッテ 1人平均2杯程度は周りも釣れていた

4/20 前島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 麦黒鯛 マダイも釣れた

4/20 下津井堤防 メバル メバリング 18～23㎝ 8匹 エコギア)メバル職人 グロー系

4/21 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 満潮前

4/21 牛窓 マダイ フカセ釣り ～40㎝前後 10匹 チヌパワーDASH 2人での釣果　一時入れ掛かりに

4/21 下津井沖 マダイ タイラバ 60㎝ 1匹 2Step オレンジ系

4/22 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 青虫 夕マズメの釣果

4/22 宇野沖 メバル ボートメバリング ～27㎝ 70匹 スパテラ 3人での釣果

4/22 下津井周辺 メバル メバリング 15～23㎝ 8匹 ビームスティック
ジグヘッド2g

フォールにアタリが集中

4/22 宇野沖 マダイ フカセ釣り ～44㎝ 6匹 スーパー磯マダイⅡ 数が揃った

4/23 宇野周辺 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 4匹 砂虫 常夜灯周り

4/23 牛窓沖磯 マダイ フカセ釣り ～40㎝ 8匹 白チヌ 20匹近く釣った人もいた

4/23 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 12匹 ママカリサビキ白 少しだが釣れている

4/23 サノヤスドッグ コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 2杯 コウイカバスター オレンジ系

4/22 下津井沖 マダイ タイラバ ～52㎝ 6匹 ビンビン玉 アコウも釣れた

4/24 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 40㎝ 1匹 スーパーコウジ 満潮前後

4/24 小豆島沖 メバル 船サビキ ～30㎝ 40匹 鳴門サビキ 2人での釣果　風の子周辺

4/24 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 12㎝ 10匹 ママカリサビキ アミエビを撒くと釣れた

4/24 玉島E地区 コウイカ スッテ 胴長15㎝ 4杯 オレンジ系 昼間

4/25 北木島 マダイ フカセ釣り 25～45㎝ 11匹 チヌの道
チヌやコブダイも釣れた

マキエは粉を少なめに

4/25 宇野沖 コウイカ 船胴突 胴長15～20㎝ 5杯 甲烏賊狩人 ハヤブサのコウイカリーダーを使用

4/25 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 10匹 青虫 親指大サイズ

4/25 宇野沖 メバル 船胴突 ～23㎝ 27匹 マッスルメバル エサはシラウオ使用

4/26 宇野沖 マダイ タイラバ 30～55㎝ 3匹 ビンビン玉 レッド系のネクタイ

4/26 前島波止 マダイ フカセ釣り 30㎝ 1匹 チヌベスト チヌ狙いも、本命は不発

4/26 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 10匹 アミエビ -

4/27 宇野周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 3杯 甲烏賊狩人 ピンクグロー

4/27 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 30匹 生イキくんマキエ -

4/27 下津井周辺 メバル メバリング 20㎝前後 9匹 メタルジグ1.5g 潮の変り目から釣れ出した

4/28 前島波止 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 3匹 チヌベスト この日はマダイが来なかった

4/28 サノヤスドッグ コウイカ エギング 胴長15㎝前後 3杯 パタパタ3.0号 スッテよりエギの方が好反応

4/28 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 7匹 海エビ 数が釣れた

4/29 田井新港 カサゴ 探り釣り 15～19㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

4/29 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 35㎝ 1匹 青虫 夕方暗くなる前に釣れた

4/29 サノヤスドッグ コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝ 2杯 コウイカバスター マダコも釣れた

4/30 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 3匹 アミエビ ハリスは1.5号以上で

4/30 宇野沖磯 マダイ フカセ釣り 40㎝まで 3匹 チヌパワー激重 40㎝前後のチヌも1匹釣れた

4/30 下津井沖磯 チヌ フカセ釣り 25～45㎝ 6匹 白チヌ マダイも2匹釣れた

4/30 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 12㎝前後 20匹 アミエビ -



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

3/1 東宝伝 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 5匹 青虫 -

3/1 吉井川下流 ヒラメ ルアー釣り 35㎝ 1匹 浜王シャッド4インチ ヒラメゴールド

3/1 玉島E地区 メバル 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

3/3 前島 チヌ フカセ釣り 35㎝前後 2匹 オキアミ＋チヌパワーVSP セイゴも2匹釣れた

3/3 宇野港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 10㎝前後のメバルも釣れた

3/3 下津井沖 メバル 船サビキ 20～26㎝ 20匹 ハヤブサメバルサビキ3枚組 -

3/3 高松沖 メバル 船胴突 ～26㎝ 21匹 白魚 -

3/4 牛窓周辺 カレイ 投げ釣り 35㎝前後 2匹 本虫 チヌも釣れた

3/4 玉島E地区 メバル サビキ釣り 20～25㎝ 5匹 ハヤブサメバルサビキ3枚組8号 少しずつ反応が良くなっている

3/4 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～63㎝ 6匹 活アジ -

3/4 下津井沖 メバル メバリング 10～25㎝ 5匹 アジアダー 良型が釣れている

3/5 田井新港 メバル メバリング 12～17㎝ 4匹 ビームスティック カサゴも釣れた

3/5 下津井沖 マダイ 船サビキ ～35㎝ 12匹 鳴門サビキ5－0.6
メバル狙い

マダイばかり釣れた
3/5 下津井周辺 メバル 探り釣り 20～25㎝ 4匹 青虫 -

3/5 下津井波止 メバル メバリング 17～24㎝ 6匹 月下美人 グロー系

3/6 宇野沖 カサゴ 船胴突 15～25㎝ 15匹 モロコ モロコが小さい場合は2匹付け

3/6 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 シラサエビでも釣れる

3/7 牛窓沖磯 メバル メバリング 17～28㎝ 8匹 アジリンガー 15gのフロートで大遠投しての釣果

3/7 宇野沖磯 マダイ フカセ釣り ～59㎝ 3匹 オリジナル白 40㎝前後のチヌも1匹

3/8 宇野周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 ハウル 31g

3/8 宇野周辺 メバル メバリング 15～21㎝ 4匹 アジリンガー クリア系

3/8 吉井川下流 ヒラメ ルアー釣り 63㎝ 1匹 フラットジャンキーロデム 早朝

3/8 小豆島沖 メバル 船胴突 22㎝前後 12匹 白魚 セイゴも釣れた

3/9 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 20～32㎝ 3匹 チヌパワーVSP 30㎝前後の真鯛も釣れた

3/9 玉島周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 5匹 青虫 -

3/9 下津井波止 メバル ウキ釣り 17～19㎝ 6匹 砂虫 -

3/10 宇野周辺 ヒラメ ルアー釣り 55㎝ 1匹 浜王シャッド4インチ キスグロー

3/10 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 50㎝前後 2匹 活アジ 3月もまだ釣れる

3/11 西脇漁港 メバル ウキ釣り 13～15㎝ 6匹 シラサエビ セイゴも釣れた

3/11 西宝伝 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 満潮時

3/12 九蟠港 ヒラメ ルアー釣り 74㎝ 1匹 ビーチウォーカーハウル -

3/12 豊島周辺 メバル 船サビキ ～25㎝前後 32匹 鳴門サビキ5－0.8 腹の中はイカナゴでいっぱい

3/12 下津井周辺 メバル 船胴突 ～24㎝ 20匹 白魚 柔らかめの竿が良い

3/13 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 6匹 鯛乃実TG 60g

3/13 宇野沖 メバル 船胴突 20～28㎝ 15匹 白魚 小型も合わせると50匹以上釣れた

3/13 宇野沖磯 チヌ フカセ釣り ～40㎝ 3匹 チヌベスト白 乗っ込み

3/13 下津井沖 マダイ 船サビキ 35～42㎝ 30匹 ハヤブサ)真鯛サビキ 白色

3/14 九蟠港 ヒラメ ルアー釣り 40㎝ 1匹 ビーチウォーカーハウル 朝の釣果

3/14 牛窓沖磯 メバル メバリング ～25㎝ 8匹 ビームスティック1.5 25㎝前後のタケノコメバルも1匹

3/15 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 15㎝前後 4匹 青虫 クジメも釣れた

3/16 小串周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 青虫 満潮2時間前

3/16 玉島周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 オーナー）虫ヘッド使用

3/16 下津井波止 メバル メバリング ～27.5㎝ 20匹 グラスミノー スプリットショットリグ

3/16 玉島E地区 チーバス ルアー釣り 30～60㎝ 5匹 月下美人ビームフィッシュ だいぶ魚が増えてきた

3/17 児島周辺 メバル メバリング 15～22㎝ 6匹 源五郎Z 満潮前後

3/17 日比港 メバル 探り釣り ～22㎝ 5匹 砂虫 堤防際で釣れた

3/17 下津井沖 マダイ 船サビキ 30㎝前後 7匹 チョクリ仕掛け 川せみ）チョクリBタイプ

3/18 田井新港 メバル ウキ釣り 10㎝前後 4匹 砂虫 夕マズメの釣果

3/18 宇野沖 メバル ボートメバリング 20～23㎝ 10匹 Sマジック プラグメイン

3/19 前島波止 チヌ フカセ釣り 30㎝ 1匹 オリジナル白 ボラが増えてきた

3/19 県漁連 メバル ルアー釣り ～19㎝ 3匹 ダイワ）月下美人 澪示威 -

3/20 宇野周辺 メバル メバリング 10～18㎝ 20匹 ビームスティック1.5 型は小さいがアタリは多い

3/20 宇野港 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 シラサエビ 小さいサイズが多い

3/20 玉島周辺 メバル 胴突釣り 15～20㎝ 7匹 青虫 水面に魚の稚魚が沢山泳いでいた

3/21 直島周辺 マダイ 船サビキ 30～55㎝ 8匹 ジギングサビキ 下に60gのタイラバを付ける

3/21 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 47㎝ 4匹 ﾊﾘﾐﾂ)がちんこヒラメ 活アジ

3/22 笠岡沖 ショウサイフグ 船胴突 30～40㎝ 6匹 冷凍海エビ -

3/22 下津井周辺 メバル 探り釣り 20～25㎝ 5匹 青虫 -

3/22 宇野沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 4匹 2StepTG 60g よく釣れた

3/23 東宝伝 カサゴ 探り釣り 13～17㎝ 5匹 シラサエビ -

3/23 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～25㎝ 15～20匹 アジリンガー
ジグヘッドは

タングステンの1.5～2.5g

3/23 下津井沖 メバル 船サビキ 22～29㎝ 18匹 鳴門船サビキ -

【岡山地区 3月】



3/24 西脇漁港 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 ドリビーム カサゴも釣れた

3/25 田井新港 メバル メバリング 12～16㎝ 4匹 ビームフィッシュ グローピンク

3/25 牛窓沖磯 チヌ フカセ釣り　 30㎝前後 3匹 チヌの道 まだ乗っ込み前

3/25 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 3匹 青虫 -

3/25 下津井堤防 メバル メバリング 19～24㎝ 12匹 ダイワ)ビームスティック ジグヘッド 2g

3/26 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 15㎝前後 3匹 青虫 ブラクリ 2号

3/26 旧岡山港 チヌ ルアー釣り 30㎝前後 1匹 バグアンツ 40㎝前後のハネも1匹釣れた

3/26 宇野沖 メバル 船胴突 ～24㎝ 24匹 白魚 ハヤブサの船極メバル使用

3/27 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30～42㎝ 3匹 チヌパワーVSP 底を狙う

3/27 児島周辺 メバル メバリング 15～21㎝ 6匹 ビームスティック プラグでも釣れる

3/27 下津井沖 マダイ タイラバ ～54㎝ 3匹 ダイワ）中井チューン 黒系

3/28 笠岡沖 メバル メバリング 15～22㎝ 10匹 スクリューテールグラブ フェリーを利用

3/28 牛窓港周辺 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 メバルも釣れた

3/28 宇野沖 ハネ 船サビキ ～60㎝前後 15匹 真鯛用サビキ イカナゴをたくさん食べていた

3/28 笠岡沖 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 4匹 チヌパワームギスSP マダイも釣れた

3/29 東宝伝 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

3/29 牛窓沖磯 メバル メバリング ～23㎝ 30匹 スクリューテールグラブ キープサイズは20匹

3/29 玉島周辺 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 3匹 チヌパワーVSP -

3/30 玉島E地区 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 青虫 太めの青虫

3/30 玉島周辺 ママカリ サビキ釣り ５㎝前後 10匹 かわせみママカリサビキ カタクチイワシも釣れた

3/31 西脇漁港 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 ビームスティック カサゴも釣れた

3/31 吉井川下流 マゴチ ルアー釣り 50㎝前後 1匹 ソルトクエイク16g 40㎝前後のハネも2匹釣れた

3/31 宇野沖 マダイ タイラバ 45～50㎝ 5匹 ビンビン玉60g -



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 宇野沖 メバル 船サビキ 20～25㎝ 5匹 鳴門船サビキ -

2/1 宇野沖磯 チヌ フカセ釣り ～40㎝ 7匹 オリジナルチヌ白 深場に集まっている

2/1 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～27㎝ 15匹 アジリンガー ジグヘッド 3g

2/1 下津井沖 ヒラメ 一つテンヤ 55㎝ 1匹 海エビ -

2/2 玉島周辺 メバル メバリング ～25㎝ 3匹 -

2/2 下津井沖 メバル 船サビキ ～28.5㎝ 10匹 針8号の仕掛け -

2/2 下津井沖 マダイ 船サビキ 20～50㎝ 20匹～ チョクリ 平均40㎝　小さいのは全てリリース

2/3 宝伝周辺 メバル 探り釣り 13～16㎝ 4匹 シラサエビ -

2/3 下津井堤防 メバル メバリング ～18㎝ 8匹 月下美人ワーム 緑系

2/4 田井新港 カサゴ 探り釣り 12～14㎝ 3匹 シラサエビ -

2/4 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 5匹 青虫 -

2/4 下津井沖 メバル 船サビキ ～27㎝ 12匹 ハヤブサの仕掛け メバルサビキ3枚組

2/5 東宝伝 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 -

2/5 坂出周辺 メバル ウキ釣り ～16㎝ 15匹 シラサエビ・青虫 虫の方が釣れるサイズは大きい

2/5 下津井周辺 メバル 胴突釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

2/6 宇野沖 メバル 船サビキ 13～23㎝ 18匹 鳴門船サビキ セイゴも釣れた

2/6 高松沖 メバル 船サビキ ～20㎝ 10匹 サバ皮ミックスサビキ 赤色に好反応

2/6 下津井沖 カサゴ 胴突釣り ～22㎝ 28匹 胴突き仕掛け＋ワーム グロー系

2/6 下津井周辺 メバル メバリング 18㎝前後 6匹 スクリューテール オレンジ系

2/7 九蟠港 ヒラメ ルアー釣り 72㎝ 1匹 ロデム 21g グロー系

2/7 大塚海岸 ヒラメ ショアジギング 48㎝ 1匹 ドラッグメタルキャスト 30g 赤金

2/7 下津井沖 メバル 船サビキ 20～26㎝ 11匹 鳴門船サビキ 胴突仕掛でカサゴも

2/7 下津井沖 ヒラメ のませ釣り 48～58㎝ 6匹 活アジ -

2/8 宇野沖 カサゴ 船胴突 18～23㎝ 20～40匹 モロコ 多い人で40匹程釣れていた。

2/8 牛窓沖 ヒラメ のませ釣り ～68㎝ 5匹 銀ぱく エサは大きめが良い

2/8 下津井周辺 メバル メバリング ～23.5㎝ 6匹 漁港ワーム 黄色

2/9 旭川河口 ハネ 投げ釣り 50㎝ 1匹 青虫 朝マズメの釣果

2/9 下津井周辺 メバル ウキ釣り 15～20㎝ 5匹 ブツエビ -

2/9 宇野沖 カサゴ 船胴突 12～20㎝ 15匹 モロコ がまかつのカサゴ仕掛け

2/10 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 12～18㎝ 3匹 青虫 ブラクリ2号を使用

2/10 下津井沖 メバル 船サビキ ～20㎝ 50匹前後 鱗メバル5-0.8 4人での釣果

2/10 下津井波止 メバル 探り釣り 20～23㎝ 7匹 3本針の仕掛け ヤマリア)ワームバケを付けるとよい

2/10 玉島周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 5匹 青虫 -

2/11 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 18㎝前後 5匹 シラサエビ -

2/11 下津井周辺 メバル ウキ釣り 20㎝前後 12匹 カブラ仕掛 干潮前後

2/11 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 4匹 青虫 夜釣り

2/12 高松沖 メバル 船サビキ 15～23㎝ 20匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/12 牛窓沖 メバル 船ウキ釣り ～25㎝ 30匹前後 青虫 沈み根周りの浅場

2/13 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 40～50㎝ 3匹 スーパーコウジ チヌも釣れた

2/13 白石島周辺 カサゴ 船胴突 ～24㎝ 21匹 サンマの切り身 水深50m前後の深い所で釣れた

2/13 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～65㎝ 4匹 活アジ カサゴも釣れた

2/13 玉島周辺 シーバス ルアー釣り 60㎝ 1匹 ルアー 大量のバチが抜けていた

2/14 宇野沖 メバル 船サビキ 20～26㎝ 10匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/14 牛窓沖 タケノコメバル 船ウキ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 沈み根周りでメバル狙い

2/14 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～60㎝ 6匹 活アジ よく釣れた

2/15 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～17㎝ 5匹 砂虫 -

2/15 牛窓 チヌ フカセ釣り ～45㎝ 3匹 チヌの道 アタリが小さくもぞもぞとした感じ

2/15 与島 カサゴ ルアー釣り 22㎝ 5匹 ジグヘッド 10g アナゴも4匹釣れた

2/16 宇野周辺 メバル メバリング 20㎝前後 2匹 アジリンガービーバー フロートリグ

2/16 玉島E地区 メバル 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 -

2/16 下津井沖 マダイ 船サビキ 20～40㎝ 15匹 チョクリ 数が釣れている

2/17 牛窓沖 ヒラメ タイラバ 53㎝ 1匹 2StepTG マダイ狙い　本命は空振り

2/17 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～58㎝ 4匹 活きｱｼﾞ -

2/17 牛窓周辺 ウマヅラハギ フカセ釣り 24㎝ 3匹 オキアミ チヌも釣れた

2/18 東宝伝 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 4匹 シラサエビ -

2/18 宇野沖 メバル ボートメバリング ～27㎝ 40匹 ビームスティック2.2 3人での釣果

2/18 玉島周辺 アナゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 -

2/18 下津井堤防 メバル メバリング 17～24㎝ 8匹 月下美人)ビームスティック グロー系

2/19 九蟠港 セイゴ 投げ釣り 20㎝前後 2匹 青虫 -

2/19 下津井沖 カサゴ 船胴突 ～21㎝ 14匹 モロコ メバルも釣れた

2/19 宇野沖 メバル 船サビキ 22㎝ 20匹 鳴門船サビキ 8本針の5-0.8

2/20 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 13～18㎝ 5匹 青虫 ブラクリ2号を使用

【岡山地区 2月】



2/20 牛窓港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 3匹 青虫 メバルも釣れた

2/20 宇野沖 カサゴ 船胴突 20㎝前後 20匹 冷凍イカナゴ モロコでも釣れる

2/20 宇野沖 チヌ フカセ釣り 20～40㎝ 8匹 チヌパワーDASH 数が釣れ始めた

2/21 吉井川下流 ヒラメ ルアー釣り 48㎝ 1匹 ロデム28g ピンクイワシ

2/21 直島 ヒラメ ルアー釣り 57㎝ 1匹 ロデム28g ヒラメバーニングレッド

2/22 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 36㎝ 1匹 青虫 -

2/22 西脇漁港 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 4匹 青虫 夕マズメの釣果

2/22 宇野周辺 メバル メバリング 25㎝前後 2匹 クリア系ワーム -

2/22 宇野沖 カサゴ 船胴突 20㎝前後 30匹 モロコ 冷凍イカナゴでも釣れる

2/23 宇野沖 メバル ボートメバリング 20～28㎝ 36匹 アジリンガー
底で反応が多い

ジグ単　ジグヘッド 3g

2/24 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 40～50㎝ 5匹 2StepTG 8号 オレ金

2/24 下津井周辺 ヒラメ ルアー釣り 38～53㎝ 2匹 ハウル27g ヒラメゴールド

2/24 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 48～59㎝ 5匹 活アジ -

2/25 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 42㎝ 1匹 スーパーコウジ 朝マズメの釣果

2/25 宇野沖 カサゴ 船胴突 ～20㎝ 26匹 冷凍イカナゴ 半数は腹がパンパン

2/25 E地区周辺 メバル ウキ釣り 13～18㎝ 4匹 砂虫 セイゴも釣れた

2/25 下津井沖 メバル 船サビキ 22.5～30㎝ 26匹 ハヤブサ）鱗メバル 5号

2/25 下津井沖 ヒラメ タイラバ 62㎝ １匹 60g 底を探る

2/26 前島新波止 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 湾チヌ 刺し餌はオキアミ

2/26 牛窓 カサゴ 探り釣り ～15㎝ 3匹 青虫 敷石の間や際を探って歩く

2/26 下津井周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 青虫 -

2/26 下津井堤防 メバル ウキ釣り 18～23㎝ 10匹 カブラ仕掛 白色

2/27 田井新港 メバル メバリング 13～15㎝ 4匹 ビームスティック グローみかん

2/27 宇野沖 マダイ 船サビキ 32㎝ 1匹 手作りサビキ ポイント移動を繰り返したが不発

2/27 下津井沖 マダイ 船サビキ 30～50㎝ 7匹 マダイサビキ -

2/28 吉井川河口 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 -

2/28 玉野 ヒラメ ショアジギング 62㎝ 1匹 ドラッグメタルキャスト 浅いポイント



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

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 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い

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 -

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

【岡山地区 1月】



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

1/30 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

1/31 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 -


