
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

12/2 福山沖 サワラ ジギング 50～80㎝ 3匹 イワシジグ 40g ブレード付きならOK

12/3 鞆周辺 ハマチ ショアジグ 78㎝ 1匹 ジグパラショート 40g イワシ

12/3 向島 チヌ フカセ釣り 35～50㎝ 4匹 ダッシュ 早朝の満ち潮狙い

12/4 しまなみ周辺 ヒラメ のませ釣り 45㎝ 1匹 アジ 夜釣り　アコウも釣れた

12/5 鞆周辺 ヤズ ショアジグ 40～50㎝ 3匹 Rサーディン ブルピン 30g

12/7 仙酔島 ハマチ ショアジグ 65㎝ 1匹 ジグパラ 50g デカイサイズのバラシもあった

12/8 大三島 サヨリ ウキ釣り 20～25㎝ 20匹 白アミくん 撒き餌にアミとぬかを使う

12/8 田島沖 ハマチ
ブレード

ジギング
40～70㎝ 10匹 TGベイトブレードチューン イワシ、ブルピン

12/9 福山港周辺 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 オキアミ ブラックターボ

12/9 横島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 1匹 瀬戸内チヌ エサ取りが減って釣りやすい

12/10 内海周辺 キス 投げ釣り 15～20㎝ 25匹 青虫
手前の浅いところで

よく当たった

12/11 向島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 5匹 本虫 夜釣り　チヌも釣れた

12/11 走島沖 サワラ
ボートキャス

ティング
～80㎝ 2匹 TGベイト たまにサワラが跳ねていた

12/12 鞆周辺 キス 投げ釣り 13～18㎝ 5匹 青虫 ハゼも釣れる

12/14 能登原 アコウ 探り釣り 25㎝ 2匹 シラサエビ 夜釣り

12/15 箕沖 セイゴ 投げ釣り 30㎝ 1匹 青虫 チヌ狙い

12/15 田島 メバル ルアー釣り 15㎝前後 10匹 スクリューテール 港の中を攻めての釣果

12/16 田島 アナゴ 投げ釣り 25㎝ 2匹 青虫 夜釣り

12/18 箕沖 ブリ ルアー釣り 88㎝ 1匹 セットアッパー125S-DR 不夜城

12/19 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 75㎝ 1匹 アイアンプレート 13g 日中の釣果

12/20 内海周辺 チヌ 探り釣り 32～42㎝ 4匹 本虫 喰いが渋いので即合わせは禁物

12/22 しまなみ周辺 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 3匹 白チヌ+オカラだんご 底付近を狙って釣れた

12/24 箕沖 サワラ ルアー釣り 90㎝ 1匹 セットアッパー ピンク

12/24 鞆周辺 マダコ スッテ 600g 1杯 タコマスターFB 例年より少ないが釣れた

12/25 鞆周辺 ハマチ ルアー釣り 82㎝ 1匹 メタルマジック 40g イワシ

11/25 芦田川 ハエ ウキ釣り 10～15㎝ 20匹 ヤマベチューブハエ ハエ競技用マキエで寄せる

12/27 内海周辺 チヌ 探り釣り 35～47㎝ 5匹 本虫 カサゴも釣れた

12/30 内海周辺 チヌ フカセ釣り 35～47㎝ 12匹 オキアミ マダイも釣れた

12/30 田島 キジハタ 探り釣り 25㎝ 1匹 シラサエビ カサゴも釣れた

12/31 箕沖 ハマチ ルアー釣り 75㎝ 1匹 セットアッパー125 ピンク

12/31 因島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 3匹 瀬戸内チヌ 35㎝のマダイも釣れた

【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 しまなみ周辺 ハマチ ショアジギ 60㎝ 1匹 ジグパラ 40g ブルピン

11/3 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50～70㎝ 3匹 スカーナッシュ120F 潮が低いときの釣果

11/3 内海周辺 アコウ ウキ釣り 20㎝前後 3匹 青虫･本虫 -

11/6 鞆周辺 ギギ ちょい投げ 5～10㎝ 30匹 青虫 ハゼもたまに釣れる

11/7 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50～73㎝ 3匹 クミホンDEEP 満潮からの下げ狙い

11/8 大崎上島 アジ アジング 20～22㎝ 6匹 アジリンガー クリアー系

11/8 因島 ヤズ ショアジギ 45㎝ 1匹 メタルアディクト 投げ続ける！

11/9 沼田川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 満潮前後

11/10 竹ヶ端 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 群れを探して投げる

11/11 しまなみ周辺 アオリイカ エギング 胴長25㎝前後 2杯 エギ王ライブサーチ
数は少ないがサイズは

上がってきた

11/13 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 68㎝ 1匹 ラムタラバデル 夕マヅメ

11/13 鞆周辺 ブリ のませ釣り 80㎝ 1匹 ギギ
ママカリの代わりに

ギギでヒット

11/14 箕沖 チヌ チニング 40㎝ 2匹 アーバンクローラー ボトムのズル引き

11/14 田島 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 5匹 青虫 メバル狙い

11/15 因島 チヌ フカセ釣り 30～48㎝ 6匹 ダッシュ+白チヌ
エサ取りが多いが

流れの中を釣る

11/16 鞆周辺 カサゴ 投げ釣り 20㎝前後 6匹 本虫
アコウも釣れた

カレイ狙い

11/17 しまなみ アオリイカ エギング 600～1200g 3杯 エギ王K 3.5号 満潮前後にアタリ集中

11/18 常石周辺 コウイカ エギング 胴長10㎝前後 4杯 コウイカバスターRH 底ズルズル

11/19 大崎上島 カワハギ 胴突仕掛 12～23㎝ 28匹 本虫 サビキ仕掛でも狙える

11/20 向島 カワハギ 投げ釣り 15～25㎝ 3匹 青虫 キスやカサゴも釣れた

11/21 能登原 サヨリ ウキ釣り 20～25㎝ 20～30匹 サヨリ専用4号 たまに大きなものも釣れる

11/22 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 78㎝ 1匹 セットアッパー125S-DR ゴールドレインボー

11/22 しまなみ周辺沖 ハマチ ジギング 50～70㎝ 5～8匹 ジグパラバーチカル80～100g
フルシルバー

グリーンゴールド

11/23 内海周辺 アオリイカ エギング 500g前後 1杯 エギ王K3号 マッディーキング

11/23 しまなみ周辺 シーバス ルアー釣り 45～60㎝ 3匹 サイレントアサシン 外灯周りのランガン

11/25 しまなみ沖 マダイ 一つテンヤ 35～58㎝ 4匹 海エビ オレ金 8号

11/26 福山港周辺 チヌ フカセ釣り 35～42㎝ 2匹 チヌグルメ 夜釣り

11/26 鞆周辺 カサゴ 探り釣り 20㎝前後 5匹 青虫 日中の釣果

11/27 内海周辺 カワハギ 胴突仕掛 12～16㎝ 6匹 青虫 エサをよく取られるので多めに

11/27 因島 サヨリ ウキ釣り 20～23㎝ 20匹 白アミくん
アミエビ+サヨリパワー

たくさん撒く

11/27 しまなみ アオリイカ エギング ～胴長26㎝ 6杯 ヤマシタやダイワのエギ ボトム付近をドリフト

11/28 田島 チヌ フカセ釣り 30～45㎝ 3匹 ダッシュ+瀬戸内チヌ 夜のフカセ釣り

【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 内海周辺 カワハギ 胴突仕掛 8～12㎝ 8匹 青虫 よくエサを取られるので多めに

10/2 しまなみ沖 カワハギ 船胴突 10～23㎝ 10匹 アサリ エサ取りが多い

10/2 しまなみ周辺 ヤズ ショアジグ 40～50㎝ 2匹 メタルディクト30g ナブラ待ちの釣り

10/4 山南川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝ 20匹 青虫 満潮時間を釣る

10/5 田島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 瀬戸内チヌ アイゴに注意

10/6 芦田川河口 ハゼ 探り釣り 10㎝ 10匹 青虫 満潮が時合

10/7 しまなみ沖 カワハギ 船胴突 12～22㎝ 12匹 アサリ 本虫でも釣れる

10/8 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 20～30匹 アミエビ 豆アジも釣れた

10/8 内海周辺 カワハギ 胴突仕掛 10㎝ 10匹 青虫 アサリ、本虫でも釣れた

10/9 鞆周辺 ヒイラギ ちょい投げ 6～10㎝ 50匹 青虫
サビキでも釣れるが

サイズは小さい

10/9 因島 チヌ・マダイ フカセ釣り 35㎝ 3匹 白チヌ エサ取りが多い

10/10 福山港 チヌ ダンゴ釣り 25～42㎝ 10匹前後 生ミック 小さいサイズはリリース

10/10 芦田川河口 サッパ サビキ釣り 10㎝ 34匹 アミエビ 撒き餌で寄せる！

10/11 芦田川河口 ギギ 探り釣り 5～7㎝ 20匹 砂虫 ハゼ狙い　ギギが多い

10/13 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 15～22㎝ 18匹 砂虫 カワハギも釣れた

10/13 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50～60㎝ 2匹 クミホンDEEP 満潮からの下げが良い

10/14 しまなみ周辺 アオリイカ エギング ～胴長20㎝ ７杯 エギ王K 3号 ネオンブライトに好反応

10/15 しまなみ沖 マダイ 一つテンヤ 35～55㎝ 3匹 海エビ カブラ10号 アカキン

10/15 因島 アオリイカ エギング 12㎝ 5杯 エギ王K 3号 スケスケキャンディー！

10/16 走島
カサゴ

キジハタ
探り釣り 15～20㎝ 10匹 青虫 のべ竿で探り釣り

10/17 田島 コウイカ エギング 10㎝ 3杯 エギ王K 3.5号ホタルエビで夜釣り

10/18 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ 満潮前後が釣りやすい

10/21 鞆沖 マダイ タイラバ 35～45㎝ 8匹 2Step45g オレンジ系

10/22 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 55～72㎝ 2匹 クミホンDEEP
潮が大きいときの

下げ潮が狙い目

10/23 福山港周辺 チヌ フカセ釣り 30～45㎝ 7匹 ブラックターボ
夜のフカセ釣り

アコウも釣れることも

10/24 弓削沖 マダイ 一つテンヤ 40～50㎝ 2～5匹 海エビ TG10号 アカキン

10/25 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20～30匹 青虫 探り釣りでも釣れる

10/26 向島 ヤズ ショアジグ 40～60㎝ 3匹 サムライジグ40g ナブラが出なくてもヒットする

10/27 横島 アオリイカ エギング 20㎝ 1杯 エギ王ライブ
ドリフト

カラーはバトルグリーン

10/28 尾道沖 アオリイカ エギング 20㎝ 3杯 ベイトフェザーTR 3.5号ケイムラレッドパープル

10/28 内海周辺 ハマチ ショアジグ 82㎝ 1匹 メタルジグ40g ブルピン

10/28 田島 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 5匹 瀬戸内チヌ エサ取りが減ってきた？

10/30 しまなみ沖 マダイ 一つテンヤ 30㎝ 2匹 ダイワ)紅牙タイカブラ ロックチャート 12号

10/31 箕沖 アコウ 探り釣り 25～30㎝ 3匹 青虫 カサゴも釣れた

【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 しまなみ沖 ヤズ SLJサビキ 40㎝ 20匹 メタルアディクト60 ナブラも多い

9/3 しまなみ沖 タチウオ ジギング 指2～3本 20匹前後 メタルジグ80g ゼブラが良かった

9/4 内海周辺 アオリイカ エギング 胴長10㎝前後 8杯 エギ王K 2.5号

9/5 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長7～10㎝ 20杯 海エビ 浮いているイカは小さい

9/5 しまなみ沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3本 5～15匹 スパイラルサンマ ジギングでも釣れた

9/8 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 クロスカウンター97 まだシーズンには早い

9/9 走島沖 アジ サビキ釣り 10～12㎝ 40～50匹 ピンクのサビキ
落とし込むと

たまにアコウが釣れた

9/11 忠海 アオリイカ エギング 胴長18～25㎝ 10杯 エギ王K2.5～3.5号
ブルー系が良かった

ボトムでステイ

9/13 走島 キジハタ メバリング 30㎝ 2匹 ジャコバグ2.6in カサゴも釣れた

9/14 芦田川河口 チヌ 投げ釣り 40㎝ 1匹 青虫 10㎝前後のハゼが8匹釣れた

9/16 内海周辺 アオリイカ エギング 胴長12㎝ 3杯 フラッシュブースト 2.5号

9/16 しまなみ周辺 ヤズ ショアジグ 40㎝ 3匹 ドラッグメタルキャスト40 ナブラを探してランガン

9/17 向島 キジハタ 投げ釣り 41.5㎝ 1匹 スーパーコージ マダイも狙える

9/21 鞆周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝ 30匹 アミエビ
撒き餌が必要！

サビキでも釣れる

9/22 内海周辺 キス 投げ釣り 15～18㎝ 18匹 赤青虫 砂虫でも釣れる

9/22 内海周辺 アオリイカ エギング 胴長10～18㎝ 9杯 アオリーQ コウイカも5杯釣れた

9/23 芦田川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 17匹 青虫 -

9/23 田島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 ニューDASH エサ取りは多いが良型が釣れる

9/23 福山沖 アコウ のませ釣り ～38㎝ 3匹 活アジ サビキでエサのアジを釣った

9/24 内海周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長7～10㎝ 30杯 海エビ 小さいエギでも釣れる

9/24 しまなみ周辺 ヤズ ショアジグ 40～60㎝ 3匹 ジグパラ50g ナブラ探し

9/25 福山港周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30～40匹 青虫 -

9/25 倉橋沖 ハマチ SLJ 70～80㎝ 3匹 ジグパラ60g イワシ 船で20匹以上

9/29 走島沖 アオリイカ ティップラン 胴長15㎝ 6杯 3.5号 サイズが良く釣れている

9/30 しまなみ周辺 ヤズ ショアジグ 40～50㎝ 2匹 サムライジグ40g イワシカラー

9/30 向島 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 4匹 白チヌ
流れのある浅場狙い

エサ取り多い

【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 福山沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 4匹 オレンジ系 60g 早巻き･ドテラ流しが良い

8/1 田島 キジハタ ルアー釣り 28㎝ 2匹 バグアンツ 2in #345

8/2 しまなみ沖 アコウ 一つテンヤ 28～53㎝ 6匹 テンヤ 15号
胴突仕掛よりも

アタリが多かった

8/3 田島 カサゴ 探り釣り 15㎝ 3匹 シラサエビ キジハタ狙い

8/4 鞆の浦 マダコ タコエギ 400g 2杯 オオダッコ 釣り荒れ

8/5 しまなみ方面 メバル メバリング 12～26㎝ 10匹 ガルプ) 　ベビーサーディン カサゴも釣れた

8/5 因島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 3匹 本虫 夜釣り

8/6 因島 マダイ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 小型も数匹

8/9 向島 セイゴ 投げ釣り 30㎝ 1匹 青虫 放流されたタイの子が多い

8/9 田島 マダコ テンヤ釣り 500g 6杯 イシガニ
自作テンヤに

冷凍のイシガニを巻く

8/11 田島 チヌ フカセ釣り 41㎝ 1匹 ムギSP/瀬戸内チヌ エサ取り多い

8/12 内海周辺 マダコ タコエギ 300～500g 6杯 レッツライド 白系

8/12 向島 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 3匹 本虫 チヌも釣れた

8/13 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 10杯 海エビ小 エギでも釣れる

8/13 箕沖 キジハタ 探り釣り 30㎝ 3匹 青虫500円 ガク･ホゴも釣れた

8/14 鞆周辺 キス 投げ釣り 12～21㎝ 15匹 砂虫 小型が多い

8/15 鞆周辺 キジハタ 探り釣り 30㎝ 1匹 青虫
メバリングタックル

ジグヘッド+青虫

8/20 箕沖 アコウ 探り釣り 20～30㎝ 1～2匹 海エビ カサゴも釣れた

8/25 福山港 チヌ 投げ釣り 35～40㎝ 2匹 スーパーコウジ 朝マズメの釣果

8/26 因島 キジハタ 探り釣り 25～30㎝ 6匹 青虫 ジグヘッド2g＋青虫

8/27 内海周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 15杯 海エビ エギでも釣れた

8/27 箕沖 チヌ ウキ釣り 20㎝ 4匹 青虫 夜釣りで捨て石の際を流す

8/28 芦田川河口 ハゼ 探り釣り 8㎝ 10匹 青虫 満潮前後が時合

8/29 田島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 2匹 瀬戸内チヌ 刺しエサはエサ持ちイエロー

8/30 田島 アオリイカ エギング コロッケサイズ 2杯 エギ王K 2.5号 ピンクで釣れた

【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 芦田川河口 チヌ チニング 40～48㎝ 3匹 鉄板バイブ 20g　銀色

7/2 内海周辺 アナゴ 投げ釣り 35㎝前後 4匹 青虫(大) -

7/2 箕沖 チヌ ウキ釣り 25㎝ 3匹 シラサエビ 夜釣り

7/3 しまなみ周辺 ヤズ ショアジギ 65㎝ 1匹 サージャー1oz シルバー

7/4 竹原 マダコ タコエギ 300～700g 3杯 マダク(L) ラメハクサイ

7/6 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 2匹 ドバミミズ 夕マズメ

7/6 田島 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 5匹 シラサエビ 胴突き仕掛けを投げて引く

7/7 能登原 チヌ ダンゴ釣り 30㎝ 3匹 赤ダンゴチヌ
サシエはオキアミ

アピールホワイト

7/8 しまなみ周辺 キス 投げ釣り 12～18㎝ 11匹 砂虫 手前はフグが多い

7/9 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g 6杯 タコマスター 夜の釣果

7/11 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 40～60㎝ 2匹 ミミズ大関 竿を複数出した方が良い

7/11 鞆周辺 キス 投げ釣り 13～15㎝ 20匹 砂虫 数釣りができている

7/13 因島 マダイ 投げ釣り 50㎝ 1匹 本虫 夜釣り

7/14 尾道沖 マダイ 一つテンヤ 35～60㎝ 2匹 海エビ カブラTG 10号

7/14 向島 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 3匹 本虫 ルミカ)アナゴ天国を使用

7/15 能登原 キジハタ 探り釣り 25㎝ 1匹 シラサエビ 夜釣り

7/16 内海周辺 キス 投げ釣り 12～18㎝ 16匹 砂虫 小型が多い

7/16 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g 3杯 オクトパスDXバナナ 昼間でも釣れている

7/17 芦田川河口 チヌ 投げ釣り 35～47㎝ 3匹 本虫 夕マズメの釣果

7/17 田島 チヌ フカセ釣り 45㎝ 3匹 ムギSP+瀬戸内チヌ
流れの速い所は

エサ取りが少ない

7/18 鞆周辺 マダコ タコエギ 600g 3杯 タコマスターFB 満潮前1時間が時合

7/21 尾道沖 マダイ 一つテンヤ 30～75㎝ 10匹前後 カブラ 6号 緑/金

7/21 内海周辺 マダコ タコエギ 1kg 3杯 オオダッコ
オレンジイエロー

モンゴウイカも1杯

7/22 田島 カサゴ 探り釣り 18㎝ 6匹 シラサエビ キジハタ狙い

7/24 因島 キジハタ メバリング 25㎝ 2匹 波動ビーム 18㎝のカサゴも釣れた

7/27 因島 セイゴ ウキ釣り 50㎝ 2匹 青虫 メバル狙い　夜釣り

7/28 鞆周辺 マダコ タコエギ 400～600g 2杯 オオダッコ 4号

7/28 田島 キス・ベラ 投げ釣り 12～23㎝ 15匹 砂虫 エサ取りが多い

7/29 しまなみ周辺 ヤズ ショアジギ 45㎝ 1匹 マキッパ ナブラが出た

7/30 内海周辺 アコウ 探り釣り 18～25㎝ 2匹 海エビ(小) カサゴも釣れた

7/31 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 8～10㎝ 10杯前後 海エビ(小) エギやスッテでも釣れた

7/31 尾道沖 キジハタ 船胴突 25～45㎝ 5匹 海エビ 根掛かり多発ですが釣れている

【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

6/2 田島 キス 投げ釣り 12～23㎝ 40匹 砂虫 大遠投!!!

6/3 内海沖 ハマチ ボートキャスティング 80㎝ 1匹 サージャー ジギングでも釣れる

6/4 内海周辺 キス 投げ釣り 12～23㎝ 24匹 砂虫 手前はフグが多い

6/4 内海周辺 キジハタ 探り釣り 30㎝ 1匹 シラサエビ ホゴも釣れた

6/6 田島 カタクチイワシ サビキ釣り 6～8㎝ 30匹 ママカリサビキ 6号 アミエビをしっかり撒く

6/7 しまなみ周辺 アコウ アコテン 30㎝前後 6匹 海エビ 小型が多い

6/8 横島 キス 投げ釣り 12～18㎝ 10匹 青虫 ちょい投げで小型が釣れる

6/9 竹原沖 アコウ アコラバ 35～54㎝ 3匹 ビッグマウス オレンジ系

6/9 芦田川 ウナギ 投げ釣り 50㎝ 1匹 ドバミミズ 雨の後は釣れている

6/10 鞆周辺 マダコ タコエギ 300g前後 1杯 オオダッコ 朝マズメの釣果

6/10 内海町 キス・ベラ 投げ釣り 15～23㎝ 3匹 砂虫 初心者の方の釣果

6/11 芦田川河口 チヌ ルアー釣り 38～45㎝ 3匹 鉄板バイブ レッドヘッド

6/11 鞆周辺 マダコ タコエギ ～300g 6杯 タコパラ 夜光

6/12 三原周辺 アオリイカ エギング 1.3kg 1杯 3号のエギ コウイカも釣れた

6/13 しまなみ周辺 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 6匹 湾チヌⅡ マダイも釣れた

6/13 田島 キス 投げ釣り 12～21㎝ 30匹 砂虫 干潮の時合

6/15 しまなみ周辺 アオリイカ エギング 1.4kg 1杯 エギ王K 3.5号 オレンジ系

6/16 鞆周辺 マダコ タコエギ 200～300g 6杯 デビルエイト 1.9㎏も釣れている

6/17 浦崎 キス 投げ釣り 13～25㎝ 10匹 砂虫 100ｍほど投げる

6/18 しまなみ キス 船天秤仕掛 18～25㎝ 100匹 砂虫
ささめキス船釣りSP10号

佐島～豊島

6/20 鞆周辺 モンゴウイカ エギング 1.2kg 1杯 エギ王K ブルー

6/22 内海周辺 キス 投げ釣り 13～18㎝ 12匹 砂虫 小さいものが多い

6/23 芦田川 ウナギ 投げ釣り 40㎝ 1匹 ドバミミズ 夕マズメ

6/24 芦田川河口 キビレ 投げ釣り 45㎝ 1匹 海エビ 満潮前後の釣果

6/24 鞆周辺 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 エリア10レッドバック 朝マズメの釣果

6/25 鞆周辺 マダコ タコエギ 200～800g 2杯 オクトパスタップ 3.5号　ピンク

6/26 横島 キス ちょい投げ 10～20㎝ 10匹 砂虫 カワハギも釣れた

6/28 芦田川河口 ウナギ 投げ釣り 40～60㎝ 2匹 青虫(大) -

6/30 田島 アコウ メバリング 25㎝ 2匹 カサゴ職人 徹夜

【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

5/2 しまなみ周辺 メバル メバリング 25㎝前後 5匹 ファラストリップレス クリア系に好反応

5/3 尾道周辺 アオリイカ エギング 1.8～2.3kg 2杯 エギ王ライブサーチ スケスケキャンディー

5/3 田島 キス 投げ釣り 12～22㎝ 16匹 砂虫 フグが多いのでエサは多めに

5/4 しまなみ周辺 マダイ フカセ釣り 40㎝ 2匹 白チヌ チヌ狙い

5/5 しまなみ方面 メバル 船胴突 20～23㎝ 11匹 イカナゴ -

5/5 しまなみ周辺 ヤズ ジギング 50～70㎝ 6匹 ジグパラ ナブラも多い

5/6 しまなみ周辺 キジハタ アコラバ 20～45㎝ 5匹 ビッグマウス 100g オレオレ

5/8 しまなみ沖 ハマチ
ボートキャス

ティングジグ
40～65㎝ 5匹 サージャー105 シルバー系　ジグでも釣れる

5/14 しまなみ沖 アコウ 一つテンヤ 35～54㎝ 5匹 海エビ ブレイズテンヤ10号

5/15 内海周辺 アオリイカ エギング 960g 1杯 3.5号のエギ オレンジ系

5/16 竹原沖 マダイ タイラバ 35～54㎝ 7匹 スタート80ｇ ネクタイはオレンジの縞

5/16 田島 ヤズ ショアジギ 50㎝ 1匹 サージャー105 早朝にプチナブラ

5/18 田島 キス 投げ釣り 12～23㎝ 43匹 砂虫 引き釣り

5/19 横島 ヤズ ショアジギ 60㎝ 2匹 ジグパラTG60 カタクチイワシを追ってナブラ

5/20 しまなみ方面 キス 投げ釣り 15～22㎝ 33匹 砂虫 カレイも釣れた

5/21 鞆周辺 キス 投げ釣り 12㎝前後 8匹 砂虫 -

5/21 向島 キス 投げ釣り 15～21㎝ 6匹 砂虫 サビキ釣りでカタクチイワシも

5/22 阿伏兎 キス 投げ釣り 12～24㎝ 12匹 砂虫 根掛りが多いが釣れる

5/25 内海周辺 キス 投げ釣り 12～20㎝ 10匹 砂虫 潮が動いているとアタリが出る

5/26 箕沖 セイゴ 投げ釣り 50㎝ 1匹 スーパーコウジ 夜釣り

5/27 因島 キジハタ 胴突釣り 30㎝ 2匹 シラサエビ サグリ釣りでカサゴも

【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

4/2 しまなみ周辺 マダイ 一つテンヤ 55㎝ 1匹 紅牙タイテンヤTG10号
底付近ベッタリ　食い込み浅い

他にアコウ5匹

4/4 弓削島 キス 投げ釣り 18～21㎝ 5匹 砂虫 -

4/5 しまなみ周辺 マダイ カゴ釣り 35～40㎝ 4匹 オキアミボイル フィッシングパーク大三島

4/6 箕沖 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫 夜釣りの釣果

4/8 向島 キス 投げ釣り 17～21㎝ 5匹 砂虫 遠投した方がアタリがあり

4/8 向島 カレイ 投げ釣り 18㎝ 2匹 青虫 ちょい投げ

4/9 能登原 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 瀬戸内チヌ+激濁り ベタ底

4/10 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 10㎝程度 50～100匹 ママカリサビキ 4号

4/10 横島 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 4匹 NEWダッシュ 水温は低いが釣れている

4/11 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～18㎝ 2匹 アジリンガー チャート系

4/13 内海周辺 カレイ 投げ釣り 25㎝ 1匹 砂虫 -

4/14 内海沖 ハマチ SLJ 60㎝前後 6匹 40～60gのジグ カタクチイワシを食べていた

4/14 田島 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 3匹 チヌパワームギSP 浅い所でも釣れている

4/15 因島 カレイ 投げ釣り 38㎝ 1匹 本虫 遠投120ｍ

4/16 鞆周辺 サッパ サビキ釣り 8㎝前後 20～50匹 アミエビ 日によってムラあり

4/17 田島 キス 投げ釣り 13～21㎝ 4匹 砂虫 美味しくいただいた

4/20 田島 キス 投げ釣り 12～20㎝ 11匹 砂虫 PE0.3で遠投

4/20 しまなみ周辺 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 3匹 激濁り+ムギSP
チヌ狙い

45㎝のマダイも釣れた

4/23 内海周辺 キス 投げ釣り 17～20㎝ 6匹 砂虫 -

4/24 田島 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 8匹 シラサエビ 早朝

4/25 尾道沖 マダイ 一つテンヤ 30～55㎝ 2匹 カブラ10号 アカキン

4/25 横島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 2匹 ムギSP エサ取りのフグが多い

4/26 内海周辺 サヨリ ウキ釣り 22～28㎝ 10匹前後 アミエビ -

4/26 箕沖 セイゴ ウキ釣り 50㎝ 1匹 青虫 夜釣り

4/27 しまなみ周辺 マダイ ショアラバ 45㎝ 1匹 30g サムライショアラバフリー

4/28 因島 キス 投げ釣り 13～22㎝ 20匹 砂虫 フグ多い　エサは多めに準備

4/29 鞆周辺 カレイ 投げ釣り 27㎝ 1匹 本虫 -

4/29 横島 ヤズ ショアジギ 50㎝ 1匹 ジグパラ40g サヨリがベイト

4/30 箕沖 カサゴ 探り釣り 18～20㎝ 5匹 青虫 -

4/30 田島 キス 投げ釣り 13～22㎝ 18匹 砂虫 引き釣り

【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 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～17㎝ 6匹 ビームソード レッドグロー

3/4 しまなみ周辺 メバル メバリング 18～25㎝ 10匹 スクリューテール ホワイト系

3/5 三原沖 メバル 船サビキ 18～22㎝ 30匹 本気メバル ショートタイプ 5-08

3/6 しまなみ周辺 メバル メバリング 18～23㎝ 15匹 チャッキー チャート

3/7 内海周辺 チヌ フカセ釣り 40～44㎝ 3匹 DASH 小さな卵が入り出した

3/8 しまなみ メバル メバリング 22㎝ 2匹 ビームスティック ラメ入りのワーム

3/8 しまなみ シーバス ルアー釣り 30～50㎝ 20匹 ファラストリップレス72S
カタクチイワシの群れに

ボイル多発

3/9 箕沖 メバル 探り釣り 15～18㎝ 5匹 青虫 カサゴも釣れた

3/10 田島 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 5匹 シラサエビ 歩き回る

3/10 しまなみ メバル メバリング 20㎝前後 10～15匹 ファラストルアー クリア

3/11 しまなみ メバル メバリング 15～20㎝ 13匹 シャローマジック50 中層あたりをデッドスローで巻く

3/11 走島 メバル メバリング 12～23㎝ 18匹 ビームスティック極 底を狙う

3/12 しまなみ沖 アコウ アコラバ 25～40㎝ 15匹 ビッグマウス 100g 100ｍくらいのポイント

3/15 因島 カレイ 投げ釣り 33㎝ 1匹 本虫 遠投が必要なので青虫だと切れる

3/16 田島 キス 投げ釣り 20㎝ 5匹 砂虫 遠投(100ｍほど)が必要

3/18 内海周辺 チヌ フカセ釣り 35㎝前後 2匹 生さなぎ黒鯛 べた底にマキエをためる

3/19 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50～65㎝ 2匹 フィール100 時合に集中して入れ食いになる

3/19 しまなみ周辺 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 2匹 ニューDASH
オキアミ2枚＋集魚剤3袋

マダイも釣れた

3/20 三原沖 アコウ アコラバ ～40㎝ 2～5匹 ビッグマウス 100g オレンジ系がよく当たる

3/21 田島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 ムギSP＋激濁り 南向きの釣り場

3/22 鞆周辺 コノシロ サビキ 20㎝前後 20～30匹 ママカリサビキ5-0.8均 蒲刈にも回っているらしい

3/23 田島 カサゴ 穴釣り 15㎝ 8匹 オキアミ生 9.6ftのロッドで前の穴を釣る

3/24 鞆周辺 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 マニック95 外灯周り

3/25 尾道沖 メバル 船サビキ 18～25㎝ 20匹 鳴門船サビキ ハリス0.8号

3/27 芦田川河口 シーバス ルアー釣り 50～65㎝ ～4匹 マニック95　バチカラー
そろそろバチから

マイクロベイトに移行しそう

3/27 因島 チヌ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 カレイ狙い

3/28 鞆周辺 チヌ フカセ釣り 41㎝ 1匹 激重
ハリを2号にすると

アタリが出やすい

3/28 尾道沖 メバル サビキ釣り 20～31㎝ 20匹 鳴門船サビキ
サビキにカタクチイワシが

ついたら大物が釣れた

3/29 三原沖 アコウ アコラバ 25～40㎝ 17匹 ビックマウス80g オレンジ

3/30 三原周辺 チヌ フカセ釣り 37～42㎝ 6匹 オキアミ 白チヌ+V9

【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

2/2 しまなみ周辺 メバル フライ 13～18㎝ 5匹 #15グリフィスナット
アブドメンに

グローリブを巻くパターン

2/4 尾道周辺 メバル メバリング 15～18㎝ 10匹 スクリューテール グリーン系

2/6 福山港周辺 チヌ チニング 35㎝前後 1～3匹 アーバンクローラー2.5 アタリはまだ渋め

2/6 尾道周辺 シーバス ルアー釣り 40～60㎝ 6匹 ファラストリップレス90S -

2/7 しまなみ周辺 メバル メバリング 15～20㎝ 18匹 ビームスティック オレンジ

2/8 しまなみ沖 マダイ 船サビキ 30～40㎝ 4匹 ハヤブサ)真鯛サビキ ケイムラ&オレンジサバ皮8本鈎

2/9 仙酔島沖 カサゴ 船胴突 13～22㎝ 15匹 モロコ 35㎝のニベも2匹釣れた

2/9 因島 メバル・カサゴ 探り釣り 12～20㎝ 5匹 シラサエビ リリースサイズのカサゴが多い

2/11 横島沖 マダイ 船サビキ ～40㎝ 2～5匹 マルフジ)間短真鯛仕掛6-2 大型はテンヤがオススメ

2/11 田島 アナゴ 投げ釣り 25～30㎝ 3匹 本虫 竿3本使用

2/12 三原周辺 メバル・カサゴ メバリング 13～27㎝ 30匹 スパテラ2in クリアレッドフレーク

2/13 箕沖 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 6匹 青虫・シラサエビ
干潮前後

シーバスロッドで前の穴へ

2/14 横島 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 10匹 青虫
のべ竿での釣果

メバルが釣れないがカサゴは安定

2/14 尾道周辺 メバル 探り釣り 12～18㎝ 8匹 青虫 -

2/15 しまなみ メバル メバリング 15～20㎝ 15匹 チャッキー1.8 チャート

2/15 因島 メバル メバリング 12～16㎝ 10匹 スクリューテール オレンジ

2/17 阿伏兎周辺 カレイ 投げ釣り 32㎝ 1匹 本虫 たまに40㎝前後のチヌが釣れる

2/18 因島 メバル メバリング 20㎝ 1匹 ソードビーム グローオレンジ

2/19 横島 キス 投げ釣り 15～23㎝ 12匹 砂虫 喰い渋い　120mの遠投が必要

2/19 横島 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 2匹 ムギSP 深場を狙う

2/20 横島 カレイ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 本虫+青虫 干潮からの潮かわりの時合

2/21 福山港 チヌ チニング 30～35㎝ 1～2匹 ケイテック)クレイジーフラッパー アタリは多いが掛りが悪い

2/21 大崎上島 アナゴ 投げ釣り 40㎝前後 2匹 青虫 チャリコも釣れた

2/22 横島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 DASH 水温が低く反応が悪い

2/24 田島 カサゴ 穴釣り 12～18㎝ 15匹 イカ短 ランガンで釣り歩く

2/25 走島 メバル・カサゴ メバリング 13～23㎝ 12匹 スクリューテール グリーン･ピンク･クリア

2/26 仙酔島沖 カサゴ 船胴突 15～23㎝ 15匹 モロコ 35㎝のアコウも1匹

2/26 横島 カレイ 投げ釣り 33㎝ 2匹 本虫＋青虫 20㎝越えのキスも3匹

【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 内海周辺 チイチイイカ エギング 胴長12㎝前後 19杯 ナオリー 1.5号 数は減ってきたがデカイ！

1/3 内海周辺 チイチイイカ エギング 胴長10㎝前後 20杯 浜田)ミニスクイッドグロー 1.5号 日中～夕方の釣果

1/3 しまなみ周辺 メバル メバリング 13～18㎝ 20匹 アミアミ 1.5 カサゴも釣れた ボトム狙い

1/4 田島 カサゴ 胴突釣り 15～22㎝ 6匹 ハヤブサ)堤防メバル五目 胴突2本鈎 メバル狙うよりも今は手堅い

1/4 田島 チヌ フカセ釣り 45㎝ 1匹 DASH エサ取りが少なく釣りやすくなった

1/5 鞆周辺 コノシロ サビキ釣り 18～20㎝ 30匹 ママカリサビキ 金 5号 大きめが多い

1/5 田島 マゴチ ショアラバ 40㎝ 1匹 ジグラバスルー マダイ狙い

1/6 鞆周辺 ハマチ 泳がせ釣り 80㎝前後 1～3匹 コノシロ 大型のシーバスも釣れる

1/6 尾道沖 キジハタ タイラバ 40㎝ 2匹 ビンビン玉 ナイトタイラバ

1/8 因島 カレイ 投げ釣り 28㎝ 1匹 本虫 海毛虫が消えて釣りやすくなった

1/9 横島 メバル メバリング 13～15㎝ 8匹 グラスミノーSS カサゴも釣れた 小型のカサゴが多い

1/10 しまなみ ヒラメ ルアー釣り 73㎝ 1匹 イカ型ルアー 開始早々釣れた

1/11 尾道周辺 メバル メバリング 15～20㎝ 10匹 ビームスティック 透明系

1/12 因島 チヌ フカセ釣り 25～38㎝ 7匹 瀬戸内チヌ ベタ底

1/13 尾道水道 メバル・カサゴ 探り釣り 13～22㎝ 15匹 シラサエビ・青虫 潮止まりにアタリが多い

1/14 鞆周辺 ママカリ サビキ釣り 15㎝ 20匹 ママカリサビキ 金 5号 朝の釣果

1/14 因島 メバル メバリング 15～22㎝ 6匹 スクリューテール フロートリグ

1/15 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 30杯 川エビ 海エビが良いときもある

1/16 田島 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 ロデム 28g グリーンゴールドレッドベリー

1/17 田島 カサゴ 探り釣り 15～23㎝ 8匹 青虫 底をよりじっくり誘うと良い

1/17 因島 チヌ フカセ釣り 35～42㎝ 3匹 ムギSP 深い場所を釣る

1/19 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 2～4匹 ダイワ)紅牙タイカブラTG 8～10号 アタリが小さく渋い

1/19 内海周辺 メバル メバリング 15～23㎝ 10匹 スクリューテール カサゴも釣れた

1/20 箕沖 カサゴ 探り釣り 13～20㎝ 5匹 シラサエビ 満潮から下げ潮が狙い目

1/22 三原沖 マダイ 一つテンヤ 30～40㎝ 1～3匹 紅牙タイカブラTG 6～8号

1/23 河口周辺 シーバス ルアー釣り 70㎝ 1匹 サイレントアサシン99F ナイトゲーム

1/24 しまなみ周辺 メバル メバリング 13～15㎝ 20匹 ファラストリップレス55S
ドクリア―が良かった

スレてくるとトップルアーに好反応

1/24 内海周辺 メバル メバリング 15～23㎝ 15匹 グラスミノーSS -

1/25 鞆周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 30杯 シラサエビ -

1/26 尾道周辺 メバル メバリング 15～23㎝ 8匹 ファラストジグ メタルジグやプラグに好反応

1/28 田島 チヌ フカセ釣り 40㎝ 1匹 瀬戸内チヌ 深い！

1/28 しまなみ周辺 メバル メバリング 13㎝前後 5匹 レイジー 浮いていた

1/29 福山港周辺 チヌ チニング 35㎝前後 2匹 ダイワ)スティーズクロー3.1 徐々に釣れるようになってきた

1/30 内海周辺 チイチイイカ 探り釣り 10㎝前後 50杯 シラサエビ 全体的に良型

1/30 しまなみ周辺 メバル メバリング 12～18㎝ 10匹 プリズナー1.5ｇ 底付近を狙ってゆっくり動かす

1/31 尾道水道 メバル 探り釣り 13～22㎝ 15匹 シラサエビ 満潮の潮どまりが時合

【広島地区 1月】


