
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

12/5 今治沖 ハマチ･ヤズ ジギング 40～65㎝ 2～6匹 ファーストジグ 120g ブルーピンクに好反応

12/8 松山沖 メバル サビキ釣り 18～22㎝ 20～30匹 鳴門船サビキ 5-0.8

12/9 今治沖 ハマチ・サゴシ SLJ 40～60㎝ 2～5匹 バーチカルTG 60～80g

12/11 今治沖 ハマチ・ブリ ブレードゲーム 60～80㎝ 3～7匹 バーチカルTG 60～100g

12/12 美保関周辺 サゴシ ショアジギング ～55㎝ 14匹 ヘビーシンキングミノー -

12/15 今治沖 ヤズ・ハマチ ブレードゲーム 40～65㎝ 2～6匹 バーチカルTG 80～100g

12/16 今治沖 ハマチ SLJ 50～70㎝ 8匹 オモック＋ブレード サワラも釣れた

12/17 今治沖 サワラ・サゴシ ブレードゲーム 40～70㎝ 1～4匹 バーチカルTG 60～100g

12/22 松山沖 ヤズ・ハマチ BLJ 40～60㎝ 2～4匹 TGベイト 80～100g

12/23 松山沖 ハマチ・メジロ ジギング 60～70㎝ 4～7匹 ファーストジグ 120～150g

12/27 松山沖 ハマチ ジギング 60～70㎝ 5～10匹 YNジグ 150～170g シルバー系に好反応

12/30 松山沖 ハマチ・メジロ ジギング 60～75㎝ 5～10匹 ファーストジグ 120~180g ブルーピンクに好反応

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 上関沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～4本 30匹 スパイラルサンマ -

11/1 鵜来島 キハダマグロ ルアー釣り 60㎝ 1匹 ポッパー 14㎝ 丸サゲ周辺を回遊中

11/2 松山沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～65㎝ 3～7匹 YNジグ 150g シルバー系に好反応

11/7 山陰方面 サゴシ ショアジギング ～40㎝前後 6匹 - エギングでアオリイカも釣れた

11/11 松山沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～60㎝ 3～7匹 ファーストジグ 120g -

11/14 今治沖
ヤズ・ハマチ

サゴシ
SLJ 40～80㎝ 2～8匹 TGベイト 60g シルバー系に好反応

11/17 平郡島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～4本 10～25匹 スパイラルサンマ -

11/17 海上釣堀海恵 クエ ウキ釣り 60㎝前後 1匹 冷凍イワシ マダイはミカンで良く釣れた

11/20 松山沖 ハマチ のませ釣り 60～70㎝ 2～6匹 アジ -

11/21 松山沖 ウマズラハギ 船胴突 30㎝前後 10～20匹 海エビ(小) -

11/25 松山沖 ハマチ・ブリ ジギング 60～80㎝ 4匹 YNジグ 150g シルバー系に好反応

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

10/7 多度津沖 イイダコ テンヤ釣り ピンポン玉 10杯 誠和)イイダコジグ パール

10/8 松山沖 ハマチ・メジロ ジギング 60～70㎝ 2～7匹 YNジグ 130～150g使用

10/17 松山沖 ハマチ・メジロ ジギング 60～70㎝ 3～7匹 YNジグ150g -

10/25 松山沖 ハマチ ジギング 60～65㎝ 3～7匹 YNジグ150g -

10/27 海上釣堀海恵 クエ ウキ釣り 60cm位 1匹 海エビ ハマチも1匹、マダイは8匹

10/30 山陰方面 サゴシ ルアー釣り ～55㎝ 8匹 メタルジグ30g ブレード付きのジグが良かった

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

9/1 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長20～40㎝ 80杯 エギ王ライブ2.5号
潮が速いため

35号や40号のオモリを使用
9/2 四阪 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3本 2～10匹 スパイラルサンマ テンヤ30号

9/16 多度津沖 イイダコ テンヤ釣り 親指サイズ 30杯 イイダコ無双 ホワイトに好反応

9/20 松山沖 ハマチ ジギング 40～65㎝ 7～10匹 YNジグ150g マダイも釣れた

9/20 境港 カンパチ 泳がせ釣り 25～30㎝ 3匹 アジ サビキでアジを釣って泳がせで

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 山陰沖 シロイカ オモリグ ～胴長45㎝ 60杯以上 黒系エギ 鉛30号使用

8/4 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長10～35㎝ 30杯 エギマル スルメが多い

8/13 境港沖 シロイカ オモリグ 胴長15～25㎝ 10～30杯 エギ丸2.5号 ブルー系に好反応

8/14 境港沖 シロイカ オモリグ･スッテ 15～40㎝ 30杯 シマノ)スイスイドロッパー 通行止めで帰れません！

8/21 松山沖 ハマチ ジギング 60～65㎝ 3～5匹 YNジグ 130～150g

8/28 松山沖 ハマチ ジギング 60～65㎝ 3～5匹 YNジグ 130～150g

8/30 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長25～38㎝ 60杯 フラッシュブースト2.5号 潮が速く50号のオモリを使用

【その他の地区 11月】

【その他の地区 8月】

【その他の地区 9月】

【その他の地区 10月】

【その他の地区 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

7/1 家島周辺 ブリ 船サビキ 80㎝前後 1匹 落し込み仕掛け 25㎝前後のアジが40匹前後

7/1 山陰沖 シロイカ イカメタル 15～30㎝ 70杯 黒系エギ 底メインで型が出た

7/2 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長10～38㎝ 40～60杯 フラッシュブースト2.5号
2本仕掛け

ドロッパーは黒の浮スッテ

7/3 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長15～40㎝ 30杯 ヤマシタ)餌木ドロッパー2.5
スピニング

明暗を狙うと型が良い

7/3 山陰 七類 アコウ ルアー釣り 20～30㎝ 10匹 リングベイト 海藻の周りで好反応

7/10 山陰沖 シロイカ イカメタル 胴長15～35㎝ 20～50杯 イージースリム 赤緑

7/13 鳥取沖 シロイカ オモリグ 胴長15～30㎝ 40～50杯 赤黄のエギ 数がまだまだ釣れている

7/15 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長10～38㎝ 50～70杯 エギ王ライブ2.5号 小型が半分

7/23 松山沖 ハマチ ジギング 55～60㎝ 3~8匹 YNジグ 150～170g使用

7/24 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長15～35㎝　 60杯 エギ王ライブ2.5号
潮が速いためオモリは40号

スルメも20杯ほど釣れた

7/27 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長10～38㎝ 35杯 エギマル2.5号
潮が速い日もあるので

重めのオモリもあった方が良い

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 松江沖 シロイカ オモリグ 胴長25～40㎝ 20杯 赤帽･赤ハチマキ 全体的にサイズはよかった

6/17 山陰 シロイカ オモリグ 胴長15～42㎝ 50杯 エギマル2.5号
オモリは40号まで用意しといたほう

が良い

6/18 来島海峡周辺 アコウ アコラバ 20～35㎝ 12匹 ビッグマウス80g ジグでも釣れる

6/20 山陰 アオリイカ ウキ釣り 胴長30㎝ 1杯 ササミ ケンサキイカも2杯釣れた

6/21 山陰 シロイカ オモリグ 胴長15～45㎝ 60杯 エギマル2.5号 スルメイカがかなり多い

6/21 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長15～40㎝ 40杯 ダートマスター2.5号 潮が早く40号でも流されていた

6/23 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長10～30㎝ 30杯 エギマル2.5号
小型が多い

オモリは40号くらいまで用意

6/28 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長20～40㎝ 45杯 ビッグアイ2.5号 型は小型中型が多かった

6/30 山陰沖 シロイカ オモリグ 胴長20～30㎝ 30杯 エギマル2.5号 小型が多いが釣れている

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

5/5 幕島 アオリイカ エギング 1～1.5㎏ 1～3杯 プロスペック3.5号 朝の釣果

5/10 松山沖 コウイカ エギング 20㎝前後 60杯 パタパタ3.0 胴突きでよく釣れた

5/12 松山沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～65㎝ 3～7匹 YNジグ130g ピンク系に好反応

5/17 来島海峡周辺 ヤズ ライトジギング 50～60㎝ 5匹 TGベイト80～100g ハマチやサワラも釣れている

5/19 松山沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～60㎝ 3～6匹 YNジグ 130～150g

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 松山沖 ハマチ ジギング 60～70㎝ 5匹 シャウト)ステイ -

4/4 恵曇港 ヤリイカ エギング ～胴長30㎝ 50杯 エギ3～3.5号
小さいサイズも混じるが、

エギングで狙える

4/5 松山沖 カサゴ 船胴突 20～23㎝ 30～40匹 モロコ 船極メバル

4/8 松山沖 マダイ タイラバ 30～60㎝ 2～4匹 2Step 60g

4/9 恵曇港 ヤリイカ エギング 胴長25㎝前後 6杯 エギ王2.5号 時合になれば釣れる

4/10 山陰 コウイカ エギング ～胴長22㎝ 2杯 エギ王3号
ヤリイカも釣れた

穴釣りでカサゴも

4/14 松山沖 ヤズ ジギング 40～60㎝ 3～10匹 TGベイト 60g

4/20 境港周辺 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 6杯 パタパタ3.0号 シンカー3g前後を付けて底で釣れた

4/21 境港周辺 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 6杯 ダートマスターラトル ヘッドシンカーを使用

4/26 松山沖 メバル 船サビキ 16～27㎝ 40匹以上 鳴門船サビキ 船中、尺も出た

4/27 幕島 アオリイカ エギング 1～2㎏ 2杯 エギ王 -

【その他の地区 4月】

【その他の地区 5月】

【その他の地区 6月】

【その他の地区 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

3/1 松山沖 カサゴ 船胴突 20～25㎝ 30～40匹 モロコ 船極メバル

3/4 松山沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 30～60匹 鳴門船サビキ 5-0.8

3/6 境水道 カレイ 投げ釣り 18㎝ 2匹 青虫と本虫 渋い

3/7 松山沖 カサゴ 船胴突 20～23㎝ 30～50匹 モロコ 船極メバル

3/8 松山沖 ハマチ ジギング 60㎝ 1～3匹 YNジグ 130g

3/10 松山沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 30匹 鳴門船サビキ 8本針5-0.8

3/12 松山沖 カサゴ 船胴突 10～25㎝ 30～50匹 モロコ 船極メバル

3/13 松山沖 メバル 船サビキ ～25㎝ 25匹 松浦船サビキ 時合でまとまって釣れた

3/14 松山沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

3/16 今治沖 サゴシ ルアー釣り 40～50㎝ 3匹 メタルジグ TGベイト60g

3/18 クダコ メバル 船サビキ 23～30㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

3/21 男木島周辺 マダイ 船サビキ 25～40㎝ 15匹 手作りサビキ 30㎝前後が多い

3/23 松山沖 メバル 船サビキ 20～30㎝ 20～30匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/24 島根 ヤリイカ エギング 胴長20㎝ 15杯 リトルエギ アジの群れもいた

3/27 松山沖 メバル 船サビキ 18～26㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

3/29 松山沖 カサゴ 船胴突 20～25㎝ 20～30匹 モロコ 船極メバル

3/30 松山沖 メバル 船サビキ 18～26㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 8本針5-0.6

3/31 松山沖 ヤズ ジギング 45～60㎝ 6～10匹 ダイワ)TGベイト 120g

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

2/3 松山沖 カサゴ 船胴突 20～25㎝ 20～30匹 モロコ -

2/3 松山沖 メジロ ジギング 60～70㎝ 4匹 ステイ200g サワラも釣れた

2/4 松山沖 メバル 船サビキ 19～25㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/4 魚島沖 ショウサイフグ フグ仕掛け 20～30㎝ 20匹 海エビ -

2/8 水無瀬 クログチ 胴突釣り 30～52㎝ 5匹 サンマの切り身 ハリス4号

2/10 松山沖 メバル 船サビキ 18～27㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/11 松山沖 ヤズ・ハマチ ジギング 40～60㎝ 2～4匹 ファーストジグ 120g

2/11 松山沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 30～60匹 鱗メバル5-0.8 どの仕掛けでも反応は良かった

2/12 松山沖 メバル 船サビキ 18～26㎝ 30～50匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/14 三崎 マダイ 船サビキ 30～50㎝ 2～6匹 瀬戸内船サビキ -

2/14 松山沖 ハマチ ジギング 60～70㎝ 1～4匹 ステイ200g 魚の活性が低かった

2/15 松山沖 メバル 船サビキ 10～25㎝ 40匹 鳴門船サビキ 数と型が揃った

2/17 松山沖 メバル 船サビキ 20～25㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/17 津和地島 メバル 探り釣り 18～26㎝ 20～30匹 青虫 -

2/18 松山沖 ヤズ　 ジギング 40～50㎝ 2～3匹 YNジグ 130g

2/20 松山沖 カサゴ 胴突釣り 20～25㎝ 20～35匹 モロコ 船極メバル

2/21 今治沖 サゴシ ジギング 40～60㎝ 1～3匹 TGベイト 60g

2/21 海上釣堀海恵 サーモン ウキ釣り 40㎝前後 20匹 青虫･オキアミ 生ミック ソイも釣れた

2/24 三崎沖 マダイ 船サビキ 25～40㎝ 4匹 瀬戸内船サビキ 朝の釣果

2/25 松山沖 メバル 船サビキ 18～27㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/26 松山沖 カサゴ 胴突釣り 20～25㎝ 30～50匹 モロコ -

2/27 三崎 マダイ 船サビキ 25～45㎝ 5～8匹 カワセミ）チョクリ仕掛 -

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

1/1 情 メバル 船サビキ 18～25㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

1/2 松山沖 メバル 船サビキ 15～25㎝ 30～40匹 鳴門船サビキ 5-0.8

1/7 洲本沖 タチウオ テンヤ釣り 指3～5本 20～40匹 サンマ -

1/8 情 メバル 船サビキ 17～24㎝ 40～50匹 鳴門船サビキ 5-0.8

1/11 島根半島周辺 ヤリイカ ルアー釣り 胴長23㎝ 1杯 メタルジグ ジグを投げていたら釣れた

1/15 松山沖 ハマチ ジギング 60㎝前後 1～4匹 YNジグ 130g シルバー系

1/17 松山沖 メバル 船サビキ 15～25㎝ 30～50匹 鳴門船サビキ 5-0.8

1/19 松山沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 20～60匹 鳴門船サビキ 5-0.8

1/21 松山沖 ハマチ ジギング 60～65㎝ 3～10匹 ジグパラショート 120g

1/23 松山沖 ヤズ ジギング 40～65㎝ 2～5匹 YNジグ 130g

1/24 松山沖 サゴシ ジギング 40㎝ 3～5匹 ファーストジグ 120g

1/24 恵曇港 ヤリイカ ウキ釣り ～胴長27㎝ 21杯 冷凍キビナゴ エギングでも釣れる

1/25 松山沖 ヤズ ジギング 40～50㎝ 2～6匹 ファーストジグ 120g

1/26 松山沖 ハマチ ジギング 40～65㎝ 2～5匹 ジグパラショート 120g

1/28 松山沖 カサゴ 船胴突 20～25㎝ 20～40匹 モロコ 船極メバル10-2

1/31 松山沖 サゴシ ジギング 40～60㎝ 2～4匹 TGベイト -

【その他の地区 1月】

【その他の地区 2月】

【その他の地区 3月】


