
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

12/8 宇野周辺 カサゴ ブラクリ 15㎝前後 3～5匹 青虫 ハヤブサ)バリューブラクリ2号

12/8 児島周辺 マダイ 投げ釣り 20㎝ 2匹 青虫 ガザミとエソも釣れた

12/9 宇野沖 セイゴ メバリング 18～30㎝ 15匹 アジリンガー 早巻きに反応が良かった

12/10 笠岡沖 マダイ 船サビキ 25～35㎝ 6匹 真鯛サビキ ハヤブサ)ミックスサバ皮7-3

12/10 玉島E地区 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 ママカリサビキ金針 アミが沸いてまた釣れ始めた

12/11 笠岡沖 マダイ タイラバ 32～43㎝ 30匹 2Step 45g オレンジゴールドスケール

12/11 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ
撒き餌は多めに

用意したほうが良い

12/11 下津井波止 アジ ウキ釣り ～18㎝ 9匹 砂虫 メバルも釣れた

12/11 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 50㎝～ 1～2匹 アジ 渋いながら船中全員ヒット

12/12 宝伝周辺 サヨリ ウキ釣り 18㎝前後 50匹 アミエビ 遠投

12/12 牛窓周辺 カサゴ メバリング 15㎝前後 3～5匹 ダイワ)メバルハンター 1.5in グローみかん

12/12 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 45㎝前後 3～5匹 げんこつカブラ 10号 青物も釣れた

12/13 児島湾周辺 スズキ ルアー釣り 40～45㎝ 2～3匹 ダイワ)スイッチヒッター 97S チャート系

12/14 下津井波止 シーバス ルアー釣り 50㎝ 1匹 ジグヘッドワーム 21g イワシ

12/15 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30～42㎝ 5匹 オキアミ チヌパワームギスペシャル

12/15 下津井沖 ブリ･ハマチ のませ釣り ～78㎝ 4匹 活アジ ヤズやヒラメも釣れた

12/16 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～15㎝ 5匹 青虫 ブラクリで際を探った

12/16 宇野沖 ヒラメ のませ釣り ～50㎝ 2匹 活アジ 青物も釣れた

12/17 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 70.5㎝ 1匹 ロデム3 21g ヒラメゴールド

12/17 宇野沖 メバル サビキ釣り ～25㎝ 10匹 松浦鳴門船サビキ 釣れ始めた

12/17 児島周辺 アナゴ 投げ釣り ～50㎝ 4匹 青虫 ハゼとチャリコも釣れた

12/18 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～40㎝ 6匹 ビンビン玉スライド 60g オレンジ

12/18 宇野沖 マダイ 船チョクリ 30～50㎝ 15匹
ハヤブサ)チョクリ

グリーンミックス
グリーンに好反応

12/19 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 17～21㎝ 2匹 青虫 満潮前後での釣果

12/20 牛窓沖 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 8匹 オキアミ チヌベスト

12/20 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 35～52㎝ 3匹 海エビ チャート系によく当たった

12/20 坂出沖 ブリ のませ釣り ～83㎝ 6匹 活アジ 快適のませ泳がせ仕掛

12/21 下津井波止 アジ バチコン仕掛け 20～25㎝ 40匹 ワーム チャートで良く釣れた

12/22 玉野周辺 ヒラメ ジギング 61㎝ 1匹 フォールトリック SICにガイド変更して釣れた

12/23 宇野沖 メジロ・ハマチ のませ釣り ～75㎝ 各1匹 アジ 快適吞ませ仕掛け

12/24 宇野周辺 メバル ウキ釣り 15㎝前後 2匹 青虫 -

12/24 児島周辺波止 ブリ 泳がせ釣り 94㎝ 1匹 アジ
まだ青物釣れている

94㎝はデカすぎ!!

12/25 小豆島周辺 ヒラメ のませ釣り 50㎝前後 2匹 活アジ
オーナー)掛かっちゃうヒラメ

PE1.2号+リーダー5号

12/25 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 5匹 砂虫 棚を深くとっていたら釣れた

12/25 下津井沖 マダイ サビキ釣り 40㎝前後 6匹 ハヤブサ)真鯛サビキ ケイムラ系に好反応

12/26 笠岡沖 マダイ タイラバ 38～45㎝ 2匹 鯛乃実 60g オレンジ系

12/26 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 スーパーブレンド制覇チヌ -

12/26 前島波止 ハマチ ルアー釣り 70㎝ 1匹 Rサーディン 40g ピンク

12/27 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 46㎝ 1匹 浜王 18g チャートイエロー

12/29 笠岡沖 ハマチ ジギング 60㎝ 2匹 TGベイト まだまだ釣れそう

12/29 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 45㎝ 1匹 ロデム 28g イワシ

12/29 下津井波止 アコウ 探り釣り ～40㎝ 3匹 青虫 -

12/30 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 52㎝ 1匹 スピンビーム 37g アカキングロー

12/30 牛窓周辺 メバル 探り釣り 10㎝前後 3匹 青虫 カサゴも1匹釣れた

12/31 宝伝周辺 メバル 探り釣り 13～17㎝ 15匹 シラサエビ 底を狙うとカサゴも釣れた

12/31 下津井沖 カサゴ 胴突仕掛 10～25㎝ 16匹 サバ切身 他の人はワームでも良く釣っていた

【岡山地区 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 牛窓周辺 カサゴ 胴突仕掛 15～20㎝ 3匹 青虫 ハヤブサ)堤防ガシラ五目

11/1 宇野周辺 アコウ 探り釣り 20㎝前後 1匹 青虫 足元付近を丁寧に探ってヒット

11/2 児島湾大橋周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 12匹 青虫 -

11/2 日生周辺 チヌ ダンゴ釣り ～35㎝ 10匹 生ミック フカセより数が釣れる

11/2 下津井沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 10匹 スパイラルサンマ テンヤ40号

11/2 サノヤスドッグ チヌ ウキ釣り ～30㎝ 4匹 生オキアミ 夕マヅメ

11/3 牛窓周辺 シーバス ルアー釣り 45～53㎝ ２匹 サイレントアサシン99S
フラッシュブースト ボラカラー

港内の居つき狙いで

11/3 呼松港 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 ヒイラギも釣れた

11/4 旧岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 30匹 ママカリサビキ アミエビをしっかり撒くと良い

11/4 下津井波止 メジロ のませ釣り ～76㎝ 1匹 アジ エレベーター仕掛で釣れた

11/5 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 ヒイラギも釣れた

11/5 前島波止 チヌ フカセ釣り 25～35㎝ 8匹 チヌベスト 手の平サイズ以下も同じ位釣れた

11/5 笠岡磯 メジロ ジギング 75㎝ 1匹 セットアッパーLH PE1.5号/リーダー6号

11/6 宇野沖 マダイ タイラバ 30㎝前後 ６匹 鉛式ビンビン玉スライド
ネクタイはカーリータイプ

レッド･ピンク

11/6 下津井波止 ハマチ ジギング 60㎝ 1匹 ジグパラ 60g シルバー

11/7 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 4杯 スクイッドシーカー3.5号 パープル系

11/7 玉島E地区 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 広範囲に探った方良い

11/7 下津井沖 マダイ 船サビキ 30〜40㎝ 7匹 マダイサビキ 黄色と白のカラーで釣れた

11/8 笠岡沖 カワハギ 船胴突 12～18㎝ 40匹 むき海老 ベラも釣れた

11/8 玉島E地区 カサゴ ルアー釣り 15～18㎝ 5匹 カサゴ職人バグアンツ 敷石の際を攻めての釣果

11/9 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 15～20㎝ 15匹前後 青虫 ハヤブサ)投げハゼセット

11/9 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 チヌやセイゴも釣れた

11/9 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～50㎝ 3～4匹 げんこつカブラ アカキンの10～12号使用

11/10 牛窓周辺 サヨリ カゴ釣り 20～25㎝前後 13匹 白アミくん
アミエビをしっかり撒かないと

魚が寄って来ない

11/11 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 10匹 赤アミ しっかり撒く

11/11 宝伝周辺 グレ ウキ釣り ～20㎝前後 20匹 Gグリル エサ盗りでスズメダイがいる

11/11 下津井波止周辺 ハマチ 遠投ウキ釣り 60㎝ 1匹 活アジ ジグより釣れている

11/12 北木島 ハマチ のませ釣り 76～78㎝ 2匹 アジ アジは弱ったら早めに交換

11/12 笠岡沖 カワハギ 船胴突 13～20㎝ 20匹 アサリ 小型も多い

11/12 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 ３匹 食い込みイエロー 湾チヌスペシャルⅡ

11/12 下津井波止 ブリ ショアジギ 85㎝ 1匹 ジグパラショート ダメージイワシ 40g

11/12 牛窓沖 ヒラメ ルアー釣り 64㎝ 1匹 セットアッパー -

11/14 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 小さいメバルも釣れた

11/14 児島周辺 アナゴ 探り釣り 40～50㎝ 7匹 青虫 足元を探り釣りで狙った

11/14 下津井沖 ハマチ のませ釣り 65～72㎝ 4匹 アジ エソも釣れた　吞ませ爆釣!!

11/15 児島湾周辺 チヌ ちょい投げ 45㎝ 1匹 青虫 -

11/16 児島湾大橋 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹 青虫
タイムオリジナル)

ちょい投げ天秤セット

11/16 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 40㎝前後 3匹 メバペンマグナム 水面をデットスロー

11/17 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 3匹 海エビ 鯛テンヤTG8号

11/17 宇野周辺 コウイカ エギング 胴長10㎝前後 1杯 エギ王ライブ 3号 メルメルブラウン

11/17 下津井波止 アジ アジング 20㎝前後 5～10匹 アジアダー サビキでも釣れる

11/18 旧岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 30匹 アミエビ コノシロも釣れる

11/18 前島波止 キス 投げ釣り ～23㎝ 8匹 砂虫 30㎝前後のチヌも釣れた

11/18 下津井沖 マダイ タイラバ 20～40㎝ 5匹 スタート60g アコウも釣れた

11/19 笠岡沖 カワハギ 船胴突 13～25㎝ 30～50匹 アサリ カワハギゲッチュ最強

11/19 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 15匹 アミエビ 撒き餌はアミ姫

11/19 真鍋島周辺 カワハギ 船胴突 ～20㎝前後 24匹 海エビのブツ切り アサリでも釣れた

11/19 下津井周辺 タチウオ テンヤ釣り 指3本 7匹 HPPベイツコノシロ 棚を探りながら

11/20 笠岡沖 カワハギ 船胴突 15～23㎝ 80匹 アサリ･青虫 アサリの方がよく釣れた

11/20 宇野沖 マゴチ タイラバ 40㎝前後 3匹 2step グリーン系で釣れた

11/20 サノヤスドッグ チヌ ウキ釣り 39㎝ 1匹 オキアミ カサゴも2匹釣れた

11/21 宇野沖 アジ アジング 20㎝前後 12匹 アジリンガー 干潮から上げ潮

11/21 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 15～18㎝ 20匹 青虫 小チヌやセイゴも釣れた

11/22 サノヤスドッグ チヌ フカセ釣り ～45㎝ 2匹 オキアミ -

【岡山地区 11月】



11/23 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹 アミエビ コノシロも釣れた

11/24 笠岡沖 カワハギ 船胴突 13～23㎝ 10～30匹 アサリ・本虫 ベラやフグも釣れた

11/24 宝伝周辺 グレ ウキ釣り ～27㎝ 10匹 Gクリル のべ竿使用　ハリスは1号

11/24 下津井沖 マダイ タイラバ 40～60㎝ 6匹 2Step エビオレンジ

11/25 宇野沖 ハマチ のませ釣り 60㎝前後 3匹 ママカリ
ハヤブサ)のませ仕掛け13号

ママカリは当日に港で釣った

11/25 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り ～52㎝ 8匹 生さなぎ黒鯛 40㎝前後のマダイも1匹

11/26 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 6匹 海エビ
テンヤは赤金 8～10号

アコウやマゴチも釣れた

11/26 前島波止 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 3匹 チヌベスト
釣れるサイズが

大きくなってきた

11/26 下津井沖 ブリ のませ釣り 79㎝ 2匹　 コノシロ -

11/26 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 15㎝ 20匹 青虫 足下から近い距離で連続ヒット

11/28 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～42㎝ 14匹 2Step 45g オレンジゴールドスケール

11/28 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 15㎝前後 20匹 アミ姫
かわせみ)ママカリサビキ金針

7号を使用

11/28 吉井川河口 ブリ のませ釣り 80cm前後 3匹 コノシロ
サビキで釣ったママカリでも

釣れた

11/28 玉島E地区 ヒラメ ルアー釣り 65㎝ 1匹 ワーム 4in イワシカラーが良かった

11/29 前島波止 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 15匹 GクリルS 針は4号を使用

11/29 笠岡沖 カワハギ 船胴突き 15～20㎝ 30匹 アサリ、本虫
喰いが良い時は

エサ持ちのいい本虫が良い

11/30 宇野周辺 タケノコメバル メバリング 20～27㎝ 3匹 ビームスティック クリア系がオススメ

11/30 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20cm 30匹 サヨリのおやつ 棚を深くすればサイズがUP



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 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝ 20匹 青虫 ゆっくりと動かして誘う

10/1 児島周辺 サヨリ カゴ仕掛け 20㎝前後 30匹 Gクリルさしあみ
針は４号を使用

朝マズメに群れが接岸している

10/1 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 15㎝前後 10匹 アサリ フグも釣れる

10/2 小豆島沖 ハマチ チョクリ仕掛け 50～62㎝ 3匹 ライトチョクリMIX
ハヤブサ)ライトチョクリ仕掛け

ナブラも起きていた

10/2 玉島周辺 イイダコ 探り釣り ピンポン玉 24杯 イイダコショット レッドヘッド

10/2 下津井周辺 チヌ サビキ釣り 41㎝ 1匹 撒き餌＋アミエビ たまたま釣れた1匹

10/3 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 Gクリル大粒アミ アミエビを多く撒くと良い

10/3 玉野周辺 ウミタナゴ ウキ釣り 15㎝前後 2匹 青虫 小型のアイゴが多い

10/3 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 8杯 ダートマックス コウイカも釣れた

10/4 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長13～20㎝ 15杯 エメラルダスボート2 3号でよく釣れた

10/4 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3本 16匹 スパイラルサンマ テンヤ30号 紫･赤

10/5 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長18㎝前後 10杯 エメラルダスボート2 3号35g

10/5 前島波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ 1時間ほどでの釣果

10/5 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 50匹 太刀魚テンヤゲキサス スパイラルサンマ

10/6 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 30匹 青虫 満潮から引き潮での釣果

10/7 笠岡周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 20匹 アミエビ
サヨリパワーをアミと

混ぜて撒く

10/7 児島湾周辺 スズキ ルアー釣り 25～40㎝ 3～4匹 レンジバイブ アカキン

10/7 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3本 30～60匹 テンヤまきまき紫
テンヤ30号

ジグでも釣れた

10/8 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ
サヨリパワーを

アカアミと混ぜて

10/8 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 20匹 青虫 チヌやセイゴも釣れた

10/8 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長15～20㎝ 5杯 ダートマックス コウイカも釣れた

10/9 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10㎝前後 15匹 アミエビ コノシロも釣れた

10/9 下津井波止 メジロ ショアジグ 78.5㎝ 1匹 ジグパラ40g -

10/10 牛窓周辺 シーバス ルアー釣り 72㎝ 1匹 ミノー イワシカラー

10/10 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 10～15㎝ 6匹 アサリ アイゴも釣れた

10/10 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 50～60匹 スパイラルサンマ
潮が緩んだタイミングで

入れ食い

10/11 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 遠投しなくても釣れた

10/11 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 42～46㎝ 3匹 海エビ アタリは少ないが型ぞろい

10/11 児島周辺波止 メジロ ショアジグ 74㎝ 2匹 ジグパラ40g シルバー

10/12 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ
アミエビに

サヨリパワーを混ぜて

10/12 新岡山港 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 13匹 青虫 チヌも釣れた

10/12 与島 マダイ 投げ釣り 52㎝ 1匹 本虫 チヌ・ニベ・アコウも釣れた

10/13 児島湾大橋下 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 15匹前後 青虫 ケッケやセイゴも釣れた

10/13 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 30匹 アミエビ 群れが小さく数が少なかった

10/13 下津井周辺 ハマチ ルアー釣り 50㎝ 1匹 セットアッパー120S ミノーで挑戦！見事にGET！

10/14 宇野沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 3杯 ダートマックス パープルボーダーグリーン

10/14 高松沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 6杯 ダートマックス 紫色に好反応

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

10/15 前島周辺 チヌ ウキ釣り ～28㎝ 6匹 生ミック 船から

10/15 下津井沖 アオリイカ ティップラン 胴長13～18㎝ 3～10杯 スクイッドシーカー ゴールド系

10/16 笠岡沖 マダイ タイラバ 30～48㎝ 5匹 2Step60g オレンジゴールドスケール

10/16 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 17匹 GクリルS アミ姫

10/16 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 60匹 快適タチウオテンヤ スパイラルサンマ

10/17 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～13㎝ 20匹 アミのチャージ かわせみ)ママカリサビキ

10/17 高松沖 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 5杯 スクイッドシーかー 紫色に好反応

10/18 小串周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 15匹 青虫 遠投しなくても釣れた

10/18 高梁川河口 ハゼ ちょい投げ 12㎝前後 30匹 青虫 ハゼクラでも釣れた

10/18 下津井沖 アコウ タイラバ ～38㎝ 3匹 ビンビン玉 赤ネクタイ

10/19 下津井周辺 アオリイカ エギング 胴長15㎝前後 4杯 エギ王ライブ 3号

10/19 沙美海岸 イイダコ ルアー釣り ピンポン玉 25杯 いいやん オモリ4号

10/19 沙美周辺 イイダコ ルアー釣り ピンポン玉 15杯 イイダコショット
カラーローテーションで

アタリ増！

【岡山地区 10月】



10/20 宇野周辺 アオリイカ エギング 胴長20㎝ 5杯 エメラルダスピーク ブルー系

10/20 宇野・高松沖 アオリイカ ティップラン ～トンカツ 8杯 ダートマックス ハリイカも釣れた

10/21 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指2～3.5本 20～30匹 テンヤまきまき紫 テンヤ40号

10/21 牛窓周辺 グレ ウキ釣り ～30㎝ 4匹 生ミック コッパグレやアイゴが多い

10/21 直島周辺 アオリイカ ティップラン 胴長20㎝前後 6杯 スクイッドシーカー43g 赤下地に好反応

10/22 宇野沖 ハマチ のませ釣り 50㎝前後 3匹 銀白 ダイワ)のませ仕掛け

10/22 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 100匹 アミエビ 4時間での釣果

10/22 小豆島周辺 タチウオ テンヤ釣り 指2.5～3.5本 25匹 スパイラルサンマ

群れが大きく、

ラインを切られるため

テンヤは多めがオススメ

10/23 吉井川河口 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 100匹 アミエビ
湧いたアミエビを追って

水面まで浮いてくる

10/24 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 25～40㎝ 1～5匹 海エビ アコウやマゴチも釣れた

10/24 宇野沖 アオリイカ ティップラン ～800g 5杯 スクイッドシーカー40g
徐々に渋くなっているが、

ラトルに好反応

10/24 小豆島沖 タチウオ テンヤ釣り 指3本 25～55匹 スパイラルサンマ テンヤ40号

10/25 旭川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 手前を探ると良く釣れた

10/25 サノヤスドッグ ヒラメ 投げ釣り 65㎝ 1匹 青虫
青虫で釣れたチャリコに

食ってきた

10/26 高松沖 ブリ・ハマチ　 のませ釣り ～83㎝ 4匹 コノシロ 爆釣

10/27 宇野周辺 アコウ 探り釣り 20㎝前後 2匹 青虫 カサゴも釣れた

10/27 牛窓周辺 グレ ウキ釣り 20～25㎝ 15匹 生ミック コッパグレは少なかった

10/27 笠岡沖 カワハギ 船胴突 ワッペン 60匹 マルキュー)むき海老 -

10/28 北木島 ヤズ のませ釣り 35～60㎝ 6匹 アジ ハヤブサ)のませ

10/28 牛窓周辺 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ 遠投すれば良型が釣れる

10/28 前島波止 ママカリ サビキ釣り ～15㎝前後 30匹 アミエビ ムラあり（前日は5匹）

10/28 玉島E地区 シーバス ルアー釣り 30～50㎝ ５匹 ファラストミノー 明暗の境目でヒット

10/29 宇野周辺 メバル 探り釣り 20㎝前後 5匹 青虫 -

10/29 玉島E地区 カサゴ ルアー釣り 15～25㎝ ５匹 バクアンツ 敷石の際を探っての釣果

10/30 宇野沖 マダイ 一つテンヤ ～45㎝ 6匹 げんこつカブラ アコウやマゴチも釣れた

10/30 新岡山港 ママカリ サビキ釣り ～15㎝前後 20匹 アミエビ 先週から少し数が減ってきた

10/31 新笠岡港 シーバス ルアー釣り 50～72㎝ 2匹 コアマン VJ-16 夕マズメの釣果

10/31 牛窓周辺 アオリイカ エギング 胴長15㎝ 1杯 エギ王K 3号 ポイズンパープル

10/31 牛窓周辺 グレ ウキ釣り ～25㎝ 30匹 生ミック のべ竿で手返し良く釣った

10/31 宇野沖 アオリイカ ティップラン ～800g 4杯 スクイッドシーカー アジカラーに反応が良い



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

9/1 宇野港周辺 アコウ ルアー釣り 25～32㎝ 3匹 バグアンツ2in カサゴも釣れた

9/2 神島 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 50匹 アミエビ+サヨリパワー 撒き餌で寄せるとたくさん釣れる

9/2 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 3匹 青虫 -

9/2 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 15㎝前後 2匹 オキアミ フカセ釣り終了後30分での釣果

9/2 宇野沖 キス 船天秤仕掛 20㎝前後 15匹 砂虫 マルフジ)伝承船キス

9/3 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 15㎝前後 40匹 青虫 10mほど投げて

9/3 前島波止 サヨリ ウキ釣り 20㎝前後 50匹 アミエビ 鉛筆サイズが多かった

9/3 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 45～55㎝ 6匹 海エビ メジャークラフト)げんこつカブラ

9/3 玉島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 300杯 シラサエビ
3人で合計300杯

上げ潮の時が良かった
9/4 牛窓周辺 サヨリ 探り釣り 15～18㎝ 46匹 オキアミ 小アジとコノシロも釣れた

9/4 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 10～15㎝ 15匹 オキアミ フグが多かった

9/4 下津井沖 ママカリ 船胴突 10㎝前後 100匹 ママカリサビキ 金針 10号

9/5 下津井堤防 豆アジ アジング 12㎝前後 10匹 エコギア)アジマスト グロウオレンジ

9/7 笠岡周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 イイダコが釣れない時に狙う

9/7 丸亀沖 イイダコ テンヤ釣り スーパーボール 30杯 誠和)イイダコジグ パールやピンク

9/8 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 ～15㎝ 8匹 オキアミ フグが多くエサがすぐ無くなる

9/9 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 20㎝前後 1匹 バグアンツ3in オレンジ系

9/9 新岡山港周辺 ハゼ ちょい投げ ～15㎝前後 20匹 青虫
エサ盗りでリリースサイズのチヌが

多い
9/9 玉島E地区 イイダコ 探り釣り 小さめ 5杯 イイヤン オモリは5号

9/10 笠岡沖 マダイ タイラバ 36～56㎝ 5匹 2Step60g オレンジゼブラ

9/10 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 20㎝前後 2匹 一誠)ジャコバグ クリア系

9/10 沙美周辺 イイダコ ルアー釣り ピンポン玉 40杯 イイダコショット・イイヤン 満潮前後が釣果が良かった

9/11 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～18㎝ 15匹 青虫 セイゴが釣れたりした

9/12 児島湾周辺 ハゼ 投げ釣り 10㎝前後 12匹 青虫 潮が動いている時間帯が良い

9/12 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 10～15㎝ 10匹 青虫 小さいサイズが多くなってきた

9/13 牛窓周辺 サヨリ 探り釣り 15～20㎝ 20匹 オキアミ 遠投すると少しサイズが良い

9/13 児島湾周辺 チヌ チニング 40㎝ 1匹 パワークラブ 満潮前に釣れた

9/13 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 60㎝ 1匹 海エビ メジャー)富士山てんや10号

9/14 宇野沖 マダイ タイラバ 45～60㎝ 3匹 2Step60g ネクタイはオレンジ

9/14 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 20㎝前後 1匹 バグアンツ3in 赤系でヒット

9/15 笠岡沖 アオリイカ ディップラン 胴長15～20㎝ 10杯 3.5号 -

9/15 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 1匹 極太ミミズ 夕マズメで釣れた

9/15 久々井周辺 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 足元はクロハゼが多かった

9/16 児島湾周辺 ハゼ 探り釣り 10㎝前後 30匹 青虫 胴突仕掛

9/16 玉島周辺 マゴチ 投げ釣り 26㎝ 1匹 青虫 イイダコも釣れた

9/16 与島 アオリイカ エギング 良型 24杯 エギ王ライブ3.0号金アジ 今年は期待できる

9/17 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～42㎝ 11匹 2Step45g オレンジゴールドスケール

9/17 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～18㎝ 15匹 青虫 セイゴも釣れた

9/17 下津井沖 マダイ タイラバ 30～50㎝ 10匹 2Step60g
水深10ｍ前後

リリースを含めると15匹以上釣れた
9/20 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 45～50㎝ 2～3匹 紅牙タイテンヤTG 赤金

9/21 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 2～3匹 青虫 ささめ)ちょいハゼセット

9/21 下津井沖 アオリイカ ボートエギング コロッケ 20杯 エギ王ライブ3.0号 オレンジマーブル

9/22 児島湾周辺 スズキ ルアー釣り 40㎝前後 2～3匹 X-80SW レッドヘッド

9/22 前島波止 カワハギ 胴突仕掛 10～15㎝ 6匹 アサリ フグが多かった

9/22 下津井沖 アオリイカ ティップラン ～胴長18㎝ 10杯 スクイッドシーカー まだコロッケサイズが多い

9/22 沙美海岸 キス 投げ釣り 16㎝ 2匹 青虫 20㎝のガザミも釣れた

9/23 玉島E地区 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 5匹 青虫 サビキでママカリも釣れた

9/24 新岡山港 ママカリ サビキ釣り 10～15㎝ 10匹前後 アミエビ コノシロも釣れた

9/24 前島周辺 チヌ 船胴突 20㎝前後 8匹 生ミック カワハギやグレも釣れた

9/24 下津井沖 ハマチ ジギング 50～65㎝ 4匹 ジグ100g 色はブルーピンクで釣れた

9/25 牛窓沖 カワハギ 船胴突 ～15㎝ 20匹 アサリ
フグが多いのでエサと仕掛けは多め

に
9/25 下津井周辺 アオリイカ ティップラン コロッケ 9杯 ダートマスター30g 浅場で良くアタリがある

 9/25 サノヤスドッグ コウイカ エギング 胴長15㎝～ 7杯 エギ王2.5号 イイダコも釣れた

9/25 白石島 アオリイカ エギング コロッケ 8杯 エギ王2.5号ネオンブライト
海面にはまだ小さいアオリイカも沢

山
9/26 寄島 ガザミ 投げカニ網 甲幅15㎝ 2匹 魚の切り身 釣れ始めた

9/26 宇野周辺 アオリイカ エギング コロッケ 3杯 エギ王2.5号 ピンク系

9/27 宇野沖 アオリイカ ティップラン コロッケ 8杯 エメラルダスBOAT35g パープル系

9/27 与島周辺 アオリイカ ティップラン コロッケ 6杯 ダートマックス30g 水深10m前後が良く釣れた

9/28 前島新波止 サヨリ ウキ釣り 15～20㎝ 20匹 アミエビ 撒き餌は多めに撒いた方が良い

9/28 牛窓周辺 グレ ウキ釣り 20㎝前後 5匹 砂虫 小さいアイゴが多い

【岡山地区 9月】



9/29 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 満潮前後に釣れた

9/29 宇野沖 マダイ 一つテンヤ ～50㎝ 2匹 海エビ
アカコやカサゴも釣れた

宇野～高松沖での釣果
9/30 玉野周辺 アコウ ルアー釣り 24～29㎝ 2匹 カサゴ職人

レッド系

ジグヘッドは2g
9/30 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 20匹 青虫 手前でも釣れた



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

8/1 宇野周辺 アコウ 探り釣り 20㎝ 1匹 青虫 カサゴも釣れた

8/2 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長8㎝前後 10杯 シラサエビ 小型エギでも釣れた

8/2 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 4匹 紅牙TGテンヤ アコウも2匹釣れた

8/3 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 20匹 青虫 岸際を狙うと良い

8/3 下津井周辺 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 オキアミ赤3kg カワハギとアイゴも釣れた

8/4 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 10～13㎝ 12匹 青虫 満潮前に釣れた

8/4 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 12杯 リトルエギ ピンク
エギの方が

釣れるサイズが大きい

8/4 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～60㎝ 3匹 海エビ げんこつかぶら 10～12号

8/5 吉井川河口 チヌ 投げ釣り 48㎝ 1匹 スーパーコウジ 夕マズメの釣果

8/5 児島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 20杯 シラサエビ 湾内の深いタナが狙い目

8/6 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 36～55㎝ 4匹 2Step 60g オレンジ系

8/6 宇野沖 アコウ 一つテンヤ ～44㎝ 3匹 海エビ マダイも3匹釣れた

8/6 子父雁周辺 ウナギ ウキ釣り 40～60㎝ 10匹 ミミズ
仕掛けを底まで沈めて

アタリを取った

8/6 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 37～56㎝ 12匹 海エビ ダイワ)タイカブラTG 8号

8/7 寄島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 20杯 リトルエギ 1.5号 オレンジ

8/7 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 上下に誘いを入れた

8/8 宇野周辺 チヌ 探り釣り 33㎝ 1匹 オキアミ 堤防際を探って釣れた

8/9 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 15㎝前後 5匹 青虫 ブラクリ2号

8/9 下津井沖 マダイ タイラバ 20～50㎝ 8匹 2StepTG 60g オレンジゼブラが良かった

8/10 新岡山港 チヌ 投げ釣り 36㎝ 1匹 青虫 セイゴも釣れた

8/10 下津井沖 ベラ 胴突き仕掛 15～20㎝ 20匹 瀬戸内ベラ･ガシラ 35㎝のマダイも釣れた

8/11 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 15～23㎝ 21匹 青虫・砂虫 ギザミも釣れた

8/11 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 36～40㎝ 3匹 チヌ煙幕 満潮前に釣れた

8/11 寄島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 50杯 シラサエビ 深いタナで良く釣れる

8/12 宇野周辺 カサゴ ルアー釣り 15㎝前後 1匹 バグアンツ2in クリア系でヒット

8/12 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～15㎝ 10匹 青虫 チヌやセイゴも釣れた

8/13 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 26～32㎝ 3匹 スーパーコウジ チヌも釣れた

8/13 牛窓周辺 ベイカ ウキ釣り 胴長5～10㎝ 20杯 シラサエビ 棚を深めにとったら釣れた

8/13 下津井沖 アコウ タイラバ 1匹 54㎝ 2Step ネクタイはオレンジレッド

8/15 児島湾周辺 ハゼ ちょい投げ 20㎝ 2匹 青虫 数は少ないが型は大きい

8/15 寄島周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5～7㎝ 20杯 シラサエビ エギでも釣れる

8/15 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 5匹 海エビ げんこつかぶら 10～12号

8/16 玉野周辺 アジ サビキ釣り 12㎝前後 15匹 アミエビ 朝マズメでの釣果

8/17 前島波止 サヨリ ウキ釣り 10～30㎝ 10匹 オキアミ 大型狙いは遠投した方が良い

8/18 牛窓周辺 カサゴ 穴釣り 10～16㎝ 3匹 青虫 ブラクリ3号

8/18 宇野沖 マダイ タイラバ 45～50㎝ 3匹 2Step オレンジのネクタイ

8/19 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 13～24㎝ 60匹 砂虫 青虫でも釣れた

8/19 新岡山港 チヌ 落し込み 38㎝ 1匹 磯ガニ -

8/19 吉井川河口 ハゼ 投げ釣り 10～15㎝ 10匹 青虫 セイゴも2匹釣れた

8/20 玉野周辺 アコウ ウキ釣り 20㎝前後 2匹 青虫 -

8/20 下津井沖 アコウ アコラバ ～52㎝ 3匹 ビックマウス 60g オレンジ系

8/21 笠岡沖 マダイ タイラバ 25～45㎝ 7匹 ビンビン玉 45g 浅場での釣果

8/21 児島湾周辺 チヌ ウキ釣り 20～42㎝ ５匹 青虫
チヌ煙幕を使用

ウキ下は2ヒロ程度

8/21 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10～20㎝ 25匹 青虫 小さめがまだ多い

8/21 宇野沖 キス 船天秤仕掛 15～20㎝ 20匹 砂虫 オモリ25号

8/22 宇野沖 アコウ アコラバ 32～41㎝ ３匹 ボトムステップ 80g 赤金 マダイも釣れた

8/22 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 20～60㎝ 5匹 桜幻鯛テンヤTG 10号 エサ取りが多い

8/22 玉島港 ベイカ 探り釣り 胴長10㎝前後 100杯～ シラサエビ 2段仕掛けにダブルヒット連発

8/23 旭川河口 ハネ 投げ釣り 45～50㎝ 2匹 スーパーコウジ
夕マズメの釣果

近距離ではチヌもヒット

8/23 下津井沖 マダイ タイラバ 20～60㎝ 12匹 2Step オレンジ

8/24 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～15㎝ 3匹 青虫 ブラクリで際を探った

8/25 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 6匹 紅牙TGテンヤ アコウも3匹釣れた

8/25 下津井周辺 マダコ タコエギング 300g 1杯 レッツライド オレンジカラー

8/26 宇野周辺 カサゴ ルアー釣り 15～20㎝ 2～3匹 キジハタグラブ ロックフィッシュインパクトⅡ

8/26 前島波止 サヨリ ウキ釣り 10～20㎝ 10匹 アミエビ 大きいサイズも釣れた

【岡山地区 8月】



8/26 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 9杯 ヤマリア）ナオリー 1時間での釣果

8/27 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 10㎝前後 10匹 青虫 ササメ)ちょいハゼセット

8/27 牛窓周辺 カワハギ ちょい投げ 15㎝前後 2匹 青虫 ハゼやチャリコも釣れた

8/28 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 13～17㎝ 4匹 青虫 際を探った

8/29 笠岡沖 アオリイカ ボートエギング 胴長10～12㎝ 15杯 フラッシュブースト 2.5号

8/29 新岡山港 チヌ 落し込み 32～40㎝ 3匹 磯ガニ イガイバリューでも釣れた

8/29 子父雁周辺 マゴチ ルアー釣り 45㎝ 1匹 バグアンツ テキサスリグ

8/30 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～52㎝ 3匹 2Step 45g オレンジゼブラが良かった



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

7/1 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り 60㎝ 1匹 ミミズ 大関 夕マズメ

7/1 新岡山港 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 チヌも釣れた

7/1 玉島E地区 ヒラメ 投げ釣り 50㎝ 1匹 捕まえたベイカ アナゴ釣りのゲスト

7/2 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 45～50㎝ 3匹 青虫 30㎝前後のチヌも釣れた

7/2 吉井川下流 チヌ フカセ釣り 35～42㎝ 7匹 爆寄せチヌ ダンゴ釣りでも同サイズが3匹

7/3 笠岡沖 ヤズ ジギング 40～50㎝ 6匹 メタルジグ 30～40gのシルバー系

7/3 児島湾周辺 セイゴ ちょい投げ 38㎝ 1匹 青虫 ハゼも釣れた

7/4 宇野周辺 メバル ジグヘッド+青虫 13～20㎝ 10匹 虫ヘッド+青虫 岸際でよく釣れた

7/4 子父雁波止 アコウ ルアー釣り 25～35㎝ 6匹 バグアンツ 同行者が42㎝を釣った

7/5 下津井沖 メバル ウキ釣り ～27㎝ 6匹 　砂虫 カサゴも釣れた

7/6 児島湾周辺 チヌ 投げ釣り 40㎝前後 4匹 スーパーコウジ セイゴも釣れた

7/6 下津井周辺 アオリイカ エギング 胴長30㎝ 1杯 エメラルダス 3.5号 ビタコンバーズ 3.5号

7/7 新岡山港 チヌ 投げ釣り 38～45㎝ 2匹 スーパーコウジ -

7/7 子父雁波止 アコウ ルアー釣り ～42㎝ 8匹 バグアンツ エサ釣りより良く釣れた

7/7 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 5匹 海エビ ブレイズテンヤ10～12号

7/8 下津井周辺 メバル ウキ釣り ～25㎝ 10匹 青虫 カサゴも釣れた

7/9 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～53㎝ 4匹 TG 8号 アカキン

7/9 新岡山港 チヌ 落し込み 30～40㎝ 3匹 磯ガニ 満潮前後に釣れた

7/9 小豆島周辺 マダイ タイラバ 50㎝前後 4匹 2Step 日により釣果にムラがある

7/10 寄島周辺 チイチイイカ 探り釣り 胴長6㎝ 10杯 シラサエビ ムラ有り

7/10 吉井川河口 ハゼ ちょい投げ 5～18㎝ 21匹 青虫 キビレも釣れた

7/10 高室港 アナゴ 投げ釣り 38～55㎝ 3匹 青虫 夕マズメの釣果

7/10 笠岡沖 チヌ フカセ釣り 30～45㎝ 4匹 DASH 数が釣れている

7/11 玉野周辺 メバル ルアー釣り 18㎝ 2～3匹 メバル職人 ミッドナイトオレンジ

7/12 新岡山港 アナゴ ちょい投げ 35～42㎝ 2匹 青虫 -

7/13 新岡山港 チヌ 投げ釣り 32～36㎝ 2匹 スーパーコウジ セイゴも釣れた

7/13 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り ～1kg前後 3匹 青虫 1匹はキロオーバー

7/13 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 50杯 シラサエビ 3時間での釣果

7/13 高室港 アナゴ 投げ釣り 60㎝前後 3匹 青虫 カサゴも釣れた

7/14 児島湾周辺 チヌ 落し込み 30～42㎝ 3匹 磯ガニ 満潮から下げ潮での釣果

7/14 西脇漁港 キス ちょい投げ 10㎝前後 5匹 砂虫 フグが多い

7/14 宇野沖 キス 船天秤仕掛 ～25㎝ 36匹 砂虫 ササメのビクトル船キス使用

7/15 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～55㎝ 4匹 2StepTG 45g オレンジゼブラ

7/15 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 45～50㎝ 3匹 海エビ テンヤは10号を使用

7/15 宇野港 ベイカ ライトエギング 胴長3㎝前後 10杯 ナオリー 1.5号 ゆきんこ

7/16 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り ～胴長5㎝前後 140杯 シラサエビ
まだ小さいので

エサ釣りの方が良い

7/16 下津井周辺 メバル ウキ釣り 18～20㎝ 8匹 砂虫 暑さのため短時間の釣果

7/17 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 7匹 アミエビ カタクチイワシも釣れた

7/18 吉井川河口 チヌ フカセ釣り 40～45㎝ 9匹 チヌ煙幕 満潮前に釣れた

7/18 牛窓周辺 マダコ タコエギ 1㎏ 1杯 オオダッコ 際を丁寧に探る

7/19 牛窓周辺 ベイカ ライトエギング 胴長5㎝前後 15杯 ナオリー 1.5号 オレンジ系

7/19 玉島E地区 マダコ ルアー釣り 2.2㎏ １杯 ヤマリア)エギドロッパー 2.5号 コウイカ狙い

1/20 笠岡 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 6匹 本虫
ゆっくりと引きながら

アタリを待つ

7/20 吉井川河口 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 5匹 ミミズ 大関 -

7/20 玉島E地区 コウイカ 胴突仕掛 胴長15㎝ 3杯 ヤマリア)水平ドロッパー 大きなモンゴウイカをバラした

7/21 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長6㎝前後 43杯 ハリミツ)豆イカ仕掛け シラサは2匹付け

7/21 玉野沖 マダコ タコエギ ～800g 8杯 オオダッコ ノリノリタコライダーを使用

7/21 玉島E地区 チーバス ルアー釣り 25～30㎝ 6匹 ファラストミノー ライズしてるとこへキャスト！

7/21 小豆島沖磯 マダイ フカセ釣り 45㎝前後 5匹 スーパー磯マダイⅡ 満潮前で釣れた

7/21 児島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 10杯 サイトハンター 1.3号
小さいのも混じるので

小さいエギがオススメ

7/22 下津井沖 アコウ タイラバ 45㎝ 1匹 2Step 60g
タイラバに海エビを

付けてエビラバで

7/23 新岡山港 コノシロ サビキ釣り 20～25㎝ 6匹 アミエビ カタクチイワシも釣れた

7/23 高梁川河口 シーバス 投げ釣り 55㎝ 1匹 青虫 ウナギ狙い

7/24 児島湾周辺 セイゴ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 チヌも釣れた

【岡山地区 7月】



7/25 玉島E地区 マダコ タコエギ 800g前後 3杯 タコーレソフト
足元を狙う感じで

広く歩いて探った

7/26 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5～10㎝ 20杯 シラサエビ たまに胴長10㎝超えるものも

7/26 児島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 18杯 ナオリー 1.5号 オレンジに反応が良い

7/27 宇野周辺 アコウ ルアー釣り 25㎝前後 1匹 バグアンツ 3in テキサスリグ　シンカーは10g

7/27 下津井沖磯 メバル 胴突釣り ～28.5㎝ 7匹 青虫 アコウも釣れた

7/28 日生 ヒラメ のませ釣り 35～45㎝ 3匹 ベイカ ベイカをチョン掛け

7/29 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～55㎝ 6匹 2Step 45g 浅場での釣果

7/29 下津井沖 キス 天秤仕掛 15㎝前後 20匹 砂虫 小型が多い

7/29 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50～60㎝ 5匹 海エビ ブレイズテンヤ10～12号

7/29 寄島周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 20杯 リトルエギ 1.5号
イカが見えない時は

沈めて深く探る

7/30 牛窓周辺 ベイカ 探り釣り 胴長5㎝前後 10～30杯 シラサエビ エギでも釣れる

7/30 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 12杯 ナオリー 1.5号
オレンジ系が見やすく

使いやすい

7/30 高梁川 ハネ 投げ釣り 55㎝ 1匹 青虫 青虫は房掛け

7/31 児島湾周辺 チヌ フカセ釣り 35～45㎝ 7匹 チヌ煙幕 満潮前に釣れた



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 新岡山港 カタクチイワシ サビキ釣り 8㎝前後 20匹 ママカリサビキ 針は4号を使用

6/1 牛窓周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝ 1杯 ディープフラッシュ ピンクカラーを使用

6/2 前島波止 チヌ フカセ釣り 32～41㎝ 3匹 爆寄せチヌ 満潮前後

6/2 吉井川下流 コノシロ サビキ釣り 20～30㎝ 10匹 アミエビ ママカリが2～3匹釣れた

6/2 下津井堤防 メバル ウキ釣り 20～27㎝ 21匹 青虫 マダイも釣れた

6/2 玉島E地区 アナゴ 投げ釣り 3～40㎝ 8匹 ベイカ ベイカをすくって餌にした

6/3 笠岡沖 メバル 探り釣り 25㎝ 1匹 青虫 渡船利用

6/3 田井新港 メバル 探り釣り 12～16㎝ 3匹 青虫 カサゴも釣れた

6/3 西脇漁港 キス 投げ釣り 10～15㎝ 3匹 青虫 フグが多い

6/3 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長14㎝ 2杯 ヨーヅリ)浮きスッテ オレンジ

6/3 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長15㎝ 3杯 エギ王ライブ 3号 3人で10杯

6/4 小豆島沖 マダイ タイラバ 43～52㎝ 4匹 鯛乃実 60g オレンジ系

6/4 吉井川下流 キス 投げ釣り 10～15㎝ 8匹 青虫 5㎝前後のヒイラギが多い

6/5 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 25～53㎝ 10匹 8号 オレ金

6/5 旭川河口 ハゼ ミャク釣り 7～18㎝ 15匹 青虫 -

6/6 田井新港 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 2杯 コウイカドロッパー レッドヘッド

6/6 下津井沖 マダイ タイラバ 30～42㎝ 6匹 ビンビン玉TG 赤系のカーリーに反応が良い

6/6 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～45㎝ 5匹 げんこつカブラ 8～10号　オレ金

6/7 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 50㎝前後 2匹 ミミズ大関 夕暮れから3時間での釣果

6/8 下津井 スズキ ルアー釣り 42～43㎝ 1匹 X-80マグナム GGボラ

6/8 吉井川下流 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 10匹 アミエビ ママカリは1人1～2匹

6/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～52㎝ 4匹 ビンビン玉 60g オレンジ系

6/8 宇野沖 メバル 船胴突 20㎝前後 10匹 船極メバル 青虫

6/9 下津井沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 5匹 2Step ブリも釣れた

6/9 牛窓周辺 キス 投げ釣り 10～15㎝ 4匹 砂虫 カサゴも1匹釣れた

6/9 下津井沖 アコウ タイラバ 50㎝ 1匹 2Step 60g レッドスケール

6/10 下津井沖 マダイ タイラバ ～78㎝ 4匹 2Step 50㎝のアコウも1匹

6/11 宇野周辺 メバル ウキ釣り 18～23㎝ 8匹 青虫 遠投して潮に流していく

6/11 高松沖 ブリ のませ釣り 87㎝ 1匹 コノシロ 25㎝前後の餌を丸呑み

6/12 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50～55㎝ 3匹 海エビ アコウも何匹か釣れた

6/12 牛窓周辺 ウナギ ぶっ込み釣り ～50㎝前後 6匹 ドバミミズ ウキ釣りでも釣れた

6/12 下津井波止 マダイ フカセ釣り 60㎝ 1匹 喰い込みイエロー -

6/13 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ ３匹 チヌパワームギSP
サシエはGクリル遠投

グレも釣れた

6/13 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 20㎝前後 20匹 砂虫 ベラも釣れた

6/13 玉島E地区 マダコ エギング 1.7㎏ 1杯 エギ王ライブ 3号夜光 コウイカ狙い

6/14 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～60㎝ 2匹 海エビ
2時間での釣果

テンヤはダイワのTG8号

6/14 下津井沖 チヌ フカセ釣り 35～47㎝ 3匹 チヌパワーVSP
サシエはくわせオキアミ

スーパーハードBIG　大型狙い

6/14 玉島E地区 ヒラ ルアー釣り 50㎝ 1匹 一誠)ガメシャッド
アタリは何度かあり

シーズンイン

6/15 前島波止 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 4匹 生さなぎ黒鯛 横の人も同じ様な釣果

6/15 笠岡周辺 キビレ 投げ釣り 42㎝ 1匹 本虫 キスも釣れた

6/15 玉島E地区 マダコ エギング 胴長20㎝前後 1杯 ヤマシタ)エギ王K イカ狙い

6/16 児島湾周辺 チヌ フカセ釣り 42㎝ 1匹 生イキくん L 満潮前後で釣れた

6/16 下津井波止 メバル ウキ釣り ～19㎝ 4匹 砂虫 朝マズメの釣果

6/16 下津井沖 マダイ タイラバ 30～45㎝ 11匹 2Step
数が釣れ始めた

オレンジ系のネクタイが良い

6/17 宇野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 アジリンガー
潮が動いたタイミングが

チャンス

6/17 小豆島周辺 キス 船胴突 ～20㎝前後 20匹 砂虫
胴突仕掛けを使用して

ちょい投げ

6/17 下津井波止 アオリイカ エギング 1.4kg 1杯 ダートマスター 3.5号 ピンクにヒット

6/17 下津井波止 マダイ ちょい投げ ～28㎝ 2匹 生ミック 別の魚を狙っての釣果

6/18 宇野周辺 メバル メバリング 15～19㎝ 4匹 アジリンガー ジグヘッドは0.9～1.2g

6/18 前島波止 チヌ フカセ釣り 25～40㎝ 3匹 チヌベスト フグ・ボラが多い

6/18 宇野沖 マダイ タイラバ 42～65㎝ 5匹 2Step ナチュラルカラーが良い

6/19 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 2匹 ミミズ大関 アナゴも釣れた

【岡山地区 6月】



6/19 宇野沖 キス 船天秤仕掛 ～22㎝ 20匹前後 砂虫 船全体で70～80匹

6/19 宇野沖 マゴチ 一つテンヤ 40～50㎝ 2匹 海エビ マダイよりマゴチの方が嬉しい

6/20 児島湾周辺 セイゴ ルアー釣り 35㎝ 1匹 コアマン)VJ-16 ゴールド系

6/20 牛窓沖 キス 船天秤仕掛 ～21㎝ 20匹 砂虫 午前中3時間程での釣果

6/20 下津井沖 アコウ タイラバ 30～50㎝ 2匹 2Step 60g ネクタイは蛍光オレンジ

6/21 吉井川河口 マゴチ ルアー釣り 35㎝ 1匹 パンチライン80 オレンジ系

6/21 下津井波止 マダイ フカセ釣り 60㎝ 1匹 マルキュー喰い込みイエロー -

6/22 新岡山港 スズキ 投げ釣り 75㎝ 1匹 スーパーコウジ 50㎝のスズキも釣れた

6/22 西脇漁港 キス 投げ釣り 10～15㎝ 5匹 砂虫 フグが多い

6/22 サノヤスドッグ キス 投げ釣り 10～20㎝ 6匹 砂虫 良型も釣れた

6/23 前島波止 チヌ フカセ釣り 32～40㎝ 3匹 麦黒鯛 満潮前後で釣れた

6/23 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長15㎝ 2杯 エギ王ライブ3号 夜の釣果　夕方は6杯

6/24 田井新港 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

6/24 子父雁 カサゴ テキサスリグ 20㎝前後 3匹 バグアンツ3in アコウ狙い

6/25 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 30～50㎝ 5～20匹 海エビ ダイワ)紅牙タイカブラTGSS

6/25 前島波止 アオリイカ エギング 1.5kg 1杯 エギ王3.5号
シャロータイプで

藻の上を狙った

6/25 笠岡沖 マダイ タイラバ 30～58㎝ 5匹 2Step 60g オレンジゼブラ

6/26 直島沖 キス 船天秤仕掛 12～20㎝ 15～20匹 砂虫 ベラも釣れた

6/27 宇野沖 キス 船天秤仕掛 10～22㎝ 25匹 砂虫 浅場が良い

6/28 前島波止 チヌ フカセ釣り 25～42㎝ 5匹 麦黒鯛
サシエサは生イキくん

レギュラー2L

6/28 宇野沖 チヌ フカセ釣り 30～50㎝ 5～7匹 チヌパワームギスペシャル マダイも釣れた

6/29 前島波止 チヌ フカセ釣り ～45㎝ 4匹 チヌベスト 35㎝のマダイも1匹

6/30 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り 50㎝前後 1匹 ミミズ大関 -

6/30 西脇漁港 キス ちょい投げ 10～15㎝ 5匹 砂虫 少し巻いたり止めたりする

6/30 宇野沖 メバル 船胴突 ～25㎝ 13匹 青虫 カサゴも釣れた



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

5/1 笠岡沖 マゴチ タイラバ 35～40㎝ 5匹 ビックマウス 80g オレンジ系

5/1 宇野沖 アコウ タイラバ 30～40㎝ 4匹 2Step イカナゴパターンで釣れた

5/1 前島 カサゴ 探り釣り 20㎝前後 11匹 シラサエビ 昼までの3～4時間で釣れた

5/1 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 40～65㎝ 7匹 海エビ アタリが凄く多かった

5/2 下津井沖 マダイ タイラバ ～60㎝ 6匹 2Step 赤色・オレンジ色

5/2 宝伝周辺 ウナギ ウキ釣り ～70㎝前後 8匹 ミミズ きっちり底取りをした

5/3 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 15～24㎝ 6匹 青虫 ブラクリ2号

5/3 玉野沖 マダイ タイラバ 45㎝前後 6匹 2Step スカートはシマオレ

5/3 サノヤスドッグ コウイカ エギング 胴長20㎝前後 3杯 ディープフラッシュ ピンクに好反応

5/3 下津井沖 マダイ タイラバ ～55㎝ 2匹 鯛乃実 60g オレンジ系

5/4 笠岡沖 マダイ タイラバ 35～50㎝ 6匹 タイラバ 60g オレンジ系

5/4 児島湾周辺 ウナギ ぶっこみ釣り 50㎝前後 3匹 大関ドバミミズ 満潮の1～2時間前にヒット

5/4 小豆島磯 チヌ フカセ釣り ～47㎝ 4匹 くわせ丸エビ 手の平サイズも混じる

5/4 下津井波止 サヨリ カゴ釣り 23～27㎝ 40匹 アミエビ 釣れ始めている

5/5 児島周辺 サヨリ カゴ釣り 20㎝前後 30匹 アミエビ 朝マズメに釣果が集中した

5/5 子父雁 アコウ ルアー釣り 45㎝ 1匹 バグアンツ 満ち上がり時に釣れた

5/5 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 35～55㎝ 5匹 紅牙TG 10号 朝一に反応が良い

5/5 宇野沖 マダイ フカセ釣り ～56㎝ 4匹 オキアミ 数が釣れている

5/6 牛窓沖 ハマチ・ブリ タイラバ ～89㎝ 8匹 鯛乃実 60g
メタルジグ・チョクリでも

釣れた

5/6 宇野沖 マダイ タイラバ ～50㎝ 2匹 2Step アコウも釣れた

5/7 笠岡沖 メバル 船サビキ 22～30㎝ 15匹 松浦船サビキ 5-0.8号

5/7 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 13～18㎝ 4匹 青虫 セイゴも釣れた

5/7 牛窓周辺 マダイ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 麦黒鯛 本流を50～100m位流した

5/8 与島 ヤズ ショアジギ 60㎝ 1匹 ジグパラ 40g ナブラが出ている

5/8 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 10～20㎝ 5匹 青虫 落して少し誘いを入れる

5/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～49㎝ 3匹 ジャッカル)ビンビン玉 60g

5/8 下津井沖 マダイ タイラバ ～56㎝ 9匹 2Step
シングルカーリー

色は何色でも

5/9 田井新港 マダイ 投げ釣り 40㎝ 1匹 本虫 チヌも釣れた

5/9 牛窓沖 ハマチ ジギング ～70㎝前後 4匹 ドラッグジグ 30g
船からナブラ打ち

ベイトはイカナゴ

5/9 宇野沖 マダイ フカセ釣り ～53㎝ 7匹 チヌパワームギSP
チヌを狙い

マダイの活性が高い

5/10 前島波止 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 2匹 チヌパワームギSP GクリルLL

5/10 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 50㎝前後 3匹 海エビ
メジャークラフト)

げんこつかぶら10号

5/11 玉島E地区 マダコ エギング 2.8㎏ 1杯
ディープフラッシュ

コノシロカラー3.5号

コウイカ狙っての

ゲストフィッシュ

5/12 旭川河口 ウナギ ぶっこみ釣り 40～50㎝ 3匹 青虫 遠投しなくても釣れた

5/13 牛窓周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長20㎝ 1杯 シャローフラッシュ イエローグロー

5/13 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～48㎝ 4匹 海エビ メバルも釣れた

5/14 児島湾周辺 スズキ ルアー釣り 40㎝ 2匹 X-80SW 満潮時にヒット

5/14 牛窓沖 マダイ タイラバ 60㎝前後 2匹 鯛乃実 60g 時合は一瞬

5/14 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 30～45㎝ 5匹 ブレイズテンヤ 12号 アコウも釣れた

5/15 旭川河口 シーバス ルアー釣り 50㎝前後 1匹 プライアルバイブJV60S 朝マズメ　敷石際を早巻きでヒット

5/15 前島磯 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 5匹 チヌパワーDASH 35㎝前後のマダイも1匹

5/15 下津井沖 コブダイ 投げ釣り 66㎝ 1匹 スーパーコウジ オモリは25号

5/16 子父雁波止 アコウ ルアー釣り 30㎝前後 3匹 バグアンツ これくらいが今の平均サイズ

5/16 下津井波止 メバル メバリング ～17㎝ 3匹 ダイワ)月下美人 グロー系

5/17 宇野周辺 メバル メバリング 16～24㎝ 10匹 ファラストリップレス 満潮前後

5/17 下津井周辺 メバル 探り釣り ～28㎝ 12匹 青虫、HPPベイツ生コノシロ マダイも釣れた

5/18 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 2匹 ドバミミズ 夕方から2時間

5/18 田井新港周辺 キス 投げ釣り 15㎝前後 9匹 青虫 エサ盗りはチャリコ

5/18 下津井沖 マダイ タイラバ 35～62㎝ 5匹 松岡スペシャルα 45g　浅場が良い

5/18 玉島E地区周辺 コノシロ サビキ釣り ～29㎝ 32匹 ママカリサビキ白針6号15本掛け
ママカリとカタクチイワシも

釣れた

【岡山地区 5月】



5/18 玉島E地区周辺 コウイカ エギング 胴長15㎝ 12杯
ヤマシタ）水平ドロッパー（シロイ

カ用）

4人での釣果

大潮でサイズが良くなった

5/19 下津井周辺 メバル メバリング 12～20㎝ 3匹 ファラストリップレス 満潮前

5/19 前島波止 サヨリ ウキ釣り 30㎝前後 4匹 アカアミ 一瞬だけ群れが回ってきた

5/19 児島周辺 カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 5匹 シラサエビ 堤防際を探る

5/20 玉野周辺 メバル メバリング 15～20㎝ 4匹 ダイワ)月下美人 蛍光イエロー

5/20 前島波止 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 1匹 チヌの道 満潮時

5/21 牛窓周辺 サヨリ カゴ釣り 27㎝前後 2匹 アミエビ 撒き餌は少し多めに用意を

5/21 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 45㎝前後 5匹 海エビ
メジャークラフト)

げんこつかぶら10号

5/22 児島湾周辺 セイゴ ルアー釣り 43㎝ 1匹 マルシン)ソルトクエイク チヌも釣れた

5/22 小豆島周辺 キス 船天秤仕掛 ～20㎝ 30匹 砂虫 浅場

5/23 直島 キス 投げ釣り ～27㎝ 22匹 砂虫 午前中の引き潮

5/23 小豆島磯 チヌ フカセ釣り 40~49㎝ 7匹 チヌパワームギSP まだ子持ち

5/23 玉島E地区 カタクチイワシ サビキ釣り 10㎝前後 5匹 ママカリサビキ 投げ釣りでアナゴも

5/24 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 ～24㎝ 10匹 砂虫 ササメ)ビクトル船キス

5/24 旭川河口 ウナギ 投げ釣り 60㎝前後 2匹 極太ミミズ 夕マズメ

5/25 小豆島沖 アコウ 船胴突 30㎝前後 3匹 カタクチイワシ マルフジ)瀬戸内アコウ仕掛け

5/25 豊島周辺 メバル 船胴突 ～29㎝ 30匹 青虫 ほとんどが20㎝オーバー

5/25 下津井周辺 ブリ ショアジギ 93㎝ 1匹 ドラッグジグ 30g 午前中

5/25 玉島周辺 コウイカ 胴突釣り 胴長15㎝前後 8杯 ビッグアイ 明るい時間帯

5/26 笠岡沖 マダイ タイラバ 32～45㎝ 3匹 2Step 60g ネクタイはオレンジ系

5/26 旭川河口 ハネ ウキ釣り 50～54㎝ 2匹 太めの青虫
足元際でウキ下は半ヒロ程度

電気ウキを使用

5/26 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10～20㎝ 5匹 青虫 カサゴも釣れた

5/26 下津井沖 キス 投げ釣り ～23㎝ 33匹 砂虫 サーフ　ベラも釣れた

5/27 宇野沖 アコウ タイラバ 35～40㎝ 3匹 2Step 60g ネクタイはオレンジカーリー

5/27 子父雁 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 6匹 青虫 メバルやセイゴも釣れた

5/27 直島周辺 キス 船天秤仕掛 ～22㎝ 31匹 砂虫 良型多い　浅場で釣れる

5/27 宇野沖 マダイ 一つテンヤ 40～50㎝ 4匹 海エビ ワニゴチも釣れた

5/28 宇野沖 マダイ タイラバ 34～46㎝ 3匹 鯛乃実 60g オレンジ系の色が良かった

5/28 牛窓 マダイ フカセ釣り 40㎝ 1匹 チヌパワーDASH しっかりマキエを撒いて遠投

5/28 下津井沖 マダイ タイラバ 35～60㎝ 5匹 ビンビン玉 60g 深場が反応良い

5/28 笠岡沖 キス 船天秤仕掛 ～22㎝ 14匹 砂虫 7号の針を使用

5/29 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 36～40㎝ 2匹 チヌパワームギSP GクリルLL

5/29 下津井波止 メバル メバリング ～19㎝ 5匹 ダイワ)月下美人 グロー系

3/30 笠岡沖 マダイ タイラバ 70㎝ 1匹 2Step 45g 緑金

5/30 小豆島周辺 マダイ タイラバ 45～52㎝ 3匹 2Step 60g ネクタイはオレンジ系

5/30 前島波止 メバル ウキ釣り 10～20㎝ 10匹 青虫 フグも釣れたそうです。

5/30 大槌周辺 マダイ タイラバ 30～65㎝ 32匹 タングステンヘッド60g

クリア系に反応が良く、タングステ

ンの方がアタリが多い

8人の釣果

5/31 牛窓周辺 サヨリ カゴ釣り 25～30㎝ 5匹 サヨリのおやつ 数は見込めないが釣れれば良型



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 玉野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 5匹 アジリンガー セイゴやカサゴも釣れた

4/1 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 57～73㎝ 2匹 浜王 グローキス

4/1 下津井沖波止 メバル 探り釣り 23㎝ 25匹 ブツエビ セイゴやカサゴも釣れた

4/1 笠岡沖 チヌ フカセ釣り 35㎝前後 2匹 瀬戸内チヌ -

4/2 牛窓周辺 タケノコメバル 穴釣り 15㎝前後 4匹 青虫 ブラクリ2号

4/2 吉井川下流 チヌ ウキ釣り 40～48㎝ 6匹 シラサエビ エビ撒き釣り

4/3 牛窓沖 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 浜王 28g　グローキス

4/3 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 浜王 グローキス

4/3 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～26㎝ 10～20匹 アジリンガー プラグでも釣れた

4/4 玉野周辺 メバル ウキ釣り 14～19㎝ 3匹 青虫 -

4/4 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 際を探って

4/4 下津井沖 メバル メバリング ～27㎝ 5匹～ 源五郎 良型が揃った

4/5 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 71㎝ 1匹 浜王 イワシカラー 21g

4/5 玉島周辺 コノシロ サビキ釣り 25～30㎝ 20匹～ ママカリサビキ 回遊に遭遇

4/6 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 13～16㎝ 4匹 青虫 -

4/6 下津井波止 チヌ フカセ釣り 40～43㎝ 2匹 オキアミ チヌグルメ

4/7 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 食い込みイエロー チヌパワーVSP

4/7 田井新港 メバル ウキ釣り 15㎝前後 4匹 青虫 セイゴも釣れた

4/7 下津井沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 2匹 2Step 60g エビオレンジ

4/7 宇野沖 カサゴ 船胴突 20㎝前後 30匹 冷凍イカナゴ
マルキューの生コノシロ

でも釣れる

4/7 玉島周辺 チーバス ルアー釣り 20～30㎝ 10匹 アジリンガー 少し沈め気味でゆっくりと

4/8 宇野周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 本虫+青虫 本虫と青虫を2匹掛け

4/8 牛窓港周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 6匹 青虫 メバルも釣れた

4/8 宇野沖 メバル 船胴突 22㎝前後 20匹 白魚 カサゴも釣れた

4/8 高梁川河口 キビレ チニング 35㎝ 1匹 チャンクロー
掛けれなかったけど

アタリは多かった

4/9 下津井沖 マダイ タイラバ 40～50㎝ 3匹 2Step 60g 緑金

4/9 宇野沖 メバル 船サビキ 25㎝前後 9匹 鱗メバル 緑の皮

4/9 宇野沖 マダイ タイラバ 42～55㎝ 2匹 ビンビン玉 60g のっこみ目前

4/9 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長20㎝ 1杯 エギ3号 夕方の釣果

4/10 児島湾周辺 チヌ フカセ釣り 30～45㎝ 2匹 チヌパワームギスペシャル ベタ底

4/10 前島 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 2匹 オキアミ チヌベスト白

4/10 下津井沖 メバル メバリング 29.5㎝ 1匹 アジバウンドスティック 2in ジグ単

4/11 宇野沖 メバル ボートメバリング 15～25㎝ 10～15匹 ビームスティック 蛍光レモン

4/12 旭川河口 シーバス ルアー釣り 45～60㎝ 3匹 にょろにょろ 夕方から夜にかけての釣果

4/13 下津井周辺 メバル メバリング 18～22㎝ 5匹 リッジ35 シンキングタイプ

4/13 宇野港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 底まで落として誘う

4/13 児島周辺 メバル メバリング 29㎝ 1匹 ラファエル セイゴが多く混じる

4/14 前島新波止 チヌ フカセ釣り 35㎝前後 2匹 白チヌ 乗っ込み

4/15 田井新港 メバル メバリング 15㎝前後 2匹 アジリンガー 大分カボスグリーン

4/15 下津井沖磯 メバル メバリング 18～25㎝ 17匹 漁港ワーム・P-teil -

4/15 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長20㎝ 1杯
ディープフラッシュ

2.5号イエロー
手長タコも釣れた

4/16 玉野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 ビームスティック カサゴも釣れた

4/16 牛窓 マダイ フカセ釣り 45～65㎝ 3匹 チヌの宿 72㎝のコブダイも1匹

4/16 下津井沖 マダイ タイラバ 54～65㎝ 2匹 タイラバ60g オレンジ系　乗っ込み

4/16 牛窓沖 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 40匹～ 生さなぎ黒鯛 乗っ込み突入　2人での釣果

4/17 牛窓 チヌ フカセ釣り 35～40㎝ 3匹 チヌパワー激重 50㎝前後のマダイも2匹釣れた

4/17 下津井周辺 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 1杯 エギ王K3号 暗い時間にメバルも釣れた

4/18 旭川河口 ハゼ ミャク釣り 12～15㎝ 6匹 青虫 -

4/18 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 3匹 青虫 メバルも釣れた

4/19 玉野周辺 メバル メバリング 10～17㎝ 5匹 ビームスティック グローみかん

4/19 大槌周辺 マダイ タイラバ 35～68㎝ 9匹 2Step 乗っ込み始まった

4/19 与島沖 マダイ タイラバ 45～65㎝ 4匹 エビオレンジ -

4/19 玉島E地区 コノシロ サビキ釣り 20㎝前後 4匹 ママカリサビキ
回遊が来た時に

周りも良く釣れた

4/20 宇野沖 マダイ タイラバ 50㎝前後 3匹 鯛乃実60g 赤系の色でヒット　やや早巻き

4/20 牛窓 マダイ フカセ釣り 40～45㎝ 2匹 チヌパワーDASH 50ｍ程沖まで流した

【岡山地区 4月】



4/20 宇野沖 メバル 船胴突 ～26㎝ 20匹 白魚 カサゴも釣れた

4/20 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長15～20㎝ 3杯
ディープフラッシュ3.5号

コノシロ
同行者2人も1杯ずつ釣れた

4/21 玉野周辺 メバル ルアー釣り 18㎝前後 5匹 フロートリグ+ビームフィッシュ グローレモンカラー

4/21 前島波止 チヌ フカセ釣り 45～50㎝ 3匹 チヌベスト 釣れれば大きい

4/21 下津井沖 マダイ タイラバ 62㎝ 1匹 60g オレンジ系

4/22 笠岡沖 マダイ ぶっこみ 45～70㎝ 2匹 タイムシ -

4/22 児島湾周辺 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 ニューチヌパワーダッシュ サシエはGクリル遠投

4/22 旭川河口 チヌ チニング 40㎝前後 2匹 1.6ロブスター ポッパーでも釣れた。

4/22 サノヤスドッグ コウイカ エギング 胴長20㎝前後 3杯 ディープフラッシュ 朝マズメが狙い目

4/22 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り ～60㎝ 5匹 活イワシ -

4/23 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 12～16㎝ 3匹 青虫 セイゴも釣れた

4/23 前島 チヌ フカセ釣り 30～45㎝ 4匹 チヌパワーVSP 藻の周辺で釣れた

4/23 下津井沖 マダイ 船サビキ ～45㎝ 20匹 チョクリ仕掛け グリーンがオススメ

4/24 笠岡沖 アコウ ぶっこみ 40～48㎝ 2匹 コウジ -

4/24 玉野周辺 メバル メバリング 13～17㎝ 4匹 ビームスティック カサゴも釣れた

4/24 丸亀沖 カサゴ 船胴突 18～24㎝ 19匹 イカナゴ 20㎝のメバルも1匹

4/25 下津井沖 マダイ タイラバ 45～52㎝ 3匹 スタート60g えびオレンジ

4/25 前島波止 チヌ フカセ釣り 42㎝ 1匹 チヌベスト サイズ狙いならフカセ

4/25 高室港波止 メバル フカセ釣り 23～33㎝ 10匹 砂虫 -

4/26 前島新波止 チヌ フカセ釣り 30～32㎝ 2匹 湾チヌⅡ 満潮からの下げ始めで釣れた

4/26 下津井沖 マダイ 一つテンヤ ～48㎝ 4匹 冷凍エビ -

4/27 前島波止 チヌ ダンゴ釣り 30～35㎝ 3匹 生ミック 数狙いならダンゴ

4/27 玉島E地区 コウイカ 胴突釣り 胴長20㎝前後 3匹 コウイカドロッパー こまめに色を交換

4/27 下津井沖 メバル サビキ釣り ～28㎝ 5匹 鱗メバル アコウも釣れた

4/27 玉島E地区 マダコ エギング 2.5㎏ 1杯 フラッシュブースト 手長タコも１杯釣れた

4/28 笠岡沖 ハマチ ジギング 60～70㎝ 4～5匹 40～60gのジグ イワシカラー

4/28 宝伝周辺 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 5匹 青虫 メバルも釣れた

4/28 玉島E地区 コウイカ エギング 胴長20㎝前後 3杯 LQ 3.0号 潮が流れたタイミングでヒット

4/29 サノヤスドッグ コウイカ エギング 胴長20㎝ 3杯 スシQ 3.5号 背中にキビナゴを付けて

4/30 児島湾周辺 ウナギ 投げ釣り 50㎝前後 2匹 極太ミミズ 夕マズメ

4/30 子父雁周辺 セイゴ 投げ釣り 30㎝前後 5匹 青虫 カサゴも釣れた

4/30 下津井 メバル ウキ釣り ～21㎝ 6匹 砂虫 -

4/30 下津井沖 マダイ タイラバ 30～55㎝ 3～7匹 2Step オレンジ系



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 牛窓周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 本虫
投げたままにしておくと海毛虫が

掛かるので、サビいて誘う

3/2 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 42㎝ 1匹 赤青虫･本虫 -

3/2 宇野沖 メバル ボートメバリング ～26㎝ 5～33匹 活メバルSTグラブ プラグへの反応は鈍かった

3/3 宇野周辺 メバル メバリング 26㎝ 1匹 ティクト)メタボブリリアン -

3/3 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝ 5匹 スクリューテール クリア系

3/3 下津井沖磯 アナゴ 投げ釣り ～50㎝ 9匹 青虫 カサゴも3匹釣れた

3/4 宇野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 ジグヘッド＋青虫 カサゴも釣れた

3/4 前島 カサゴ 探り釣り 10㎝前後 6匹 青虫 際を探っていたら釣れた

3/4 下津井沖波止 メバル 探り釣り 24㎝ 10匹 ブツエビ カサゴも4匹釣れた

3/5 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 42～58㎝ 4匹 活イワシ -

3/6 前島 チヌ フカセ釣り 35㎝ 1匹 ナンバー湾チヌⅡ 午前中の釣果

3/6 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 70㎝ 1匹 浜王 21g ピンクイワシ

3/6 水島周辺 ヒラメ ルアー釣り ～65㎝ 3匹 ロデム 28g グローキス

3/7 前島沖 ヒラメ ルアー釣り 58㎝ 1匹 浜王 28g ピンクイワシ

3/8 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 18～20㎝ 5匹 青虫 満潮前後での釣果

3/9 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 55㎝ 1匹 浜王 28g イワシカラー

3/9 東宝伝 メバル 探り釣り 10㎝前後 3匹 砂虫 カサゴも釣れた

3/9 宇野沖 メバル ボートメバリング 20㎝前後 97匹 アジリンガー 3人での釣果

3/9 宇野沖 メバル 船胴突 20㎝前後 20匹 シラウオ 小潮での釣果がいい

3/10 玉島周辺 ヒラメ ルアー釣り 55㎝ 1匹 浜王 ピンク やや早巻きでヒット

3/11 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 70㎝ 1匹 ロデム 21g イエロー

3/11 下津井波止 メバル 探り釣り 23㎝ 3匹 ブツエビ カサゴも釣れた

3/11 下津井沖 カサゴ 船胴突 ～25㎝ 38匹 モロコ 型と数が揃った

3/12 牛窓沖 ヒラメ ルアー釣り 65㎝ 1匹 ロデム 28g グローキス

3/12 下津井沖 カサゴ 船胴突 ～23㎝ 20匹 冷凍イカナゴ メバルも3匹釣れた

3/13 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 43㎝ 1匹 浜王 オレンジ

3/13 下津井沖 カサゴ 船胴突 15～22㎝ 10匹 モロコ オモリは20号

3/13 玉島沖 ヒラメ 泳がせ釣り 72㎝ 3匹 活イワシ -

3/14 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

3/14 宇野周辺 メバル メバリング 10～20㎝ 3匹 ビームスティック 蛍光レモン

3/26 宇野周辺 カサゴ ルアー釣り 15㎝前後 2匹 アジアダー ジグヘッドは2g

3/16 宇野沖 メバル ボートメバリング ～26㎝ 10～50匹 アジリンガー 明暗の境目で良く釣れた

3/16 小豆島沖 マダイ 船サビキ 20～40㎝ 4匹 チョクリ仕掛け カワセミのチョクリ仕掛Bタイプ

3/17 宇野周辺 メバル メバリング 10～15㎝ 5匹 ビームスティック クリア

3/17 牛窓港 カサゴ 探り釣り 10～15㎝ 4匹 青虫 際を探っていたら釣れた

3/17 宇野沖 マダイ タイラバ 35～48㎝ 4匹 2Step 60g ゼブラカラーに反応が良い

3/17 高松沖 ヒラメ 泳がせ釣り 54㎝ 1匹 活イワシ -

3/18 宇野沖 メバル 船胴突 20㎝前後 10匹 シラウオ 船極メバル5号

3/19 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 55㎝ 1匹 活イワシ がまかつ)掛かりすぎヒラメ

3/19 下津井沖 メバル ボートメバリング ～29㎝ 50匹～ チャート系 メバルの活性が凄く良い

3/20 宇野周辺 メバル メバリング 18～20㎝ 3匹 スクリューテールグラブ フロートリグ　プラグでも反応有り

3/20 前島 チヌ フカセ釣り 30～40㎝ 6匹 チヌパワーDASH 横の人も同サイズを3匹

3/21 玉野周辺 タケノコメバル ルアー釣り 20㎝前後 5匹 グラスミノーSS 足元の敷石際でヒット

3/21 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 44㎝ 1匹 ロデム グローキス

3/22 宇野沖 メバル 船胴突 18～27㎝ 15～30匹 白魚 船極メバル5-0.8を使用

3/23 牛窓周辺 カサゴ ルアー釣り 15～17㎝ 3匹 アジリンガー 足元付近でヒット

3/23 宇野沖磯 チヌ フカセ釣り 50～55㎝ 2匹 オリジナル白 喰いは渋いが、釣れれば良型

3/24 小豆島沖 カサゴ 船胴突 12～23㎝ 15匹 モロコ ササメ)荒食い五目

3/24 宇野港 メバル 探り釣り 10～15㎝ 3匹 砂虫 カサゴも釣れた

3/25 児島湾周辺 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 本虫 満潮前後での釣果

3/25 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 53㎝ 1匹 浜王 オレンジゴールドイワシ

3/26 宇野周辺 メバル メバリング 15㎝前後 3匹 ビームスティック 玉露カブラ

3/26 前島 メバル ウキ釣り 10～20㎝ 10匹 砂虫 夕マズメの釣果

3/26 宇野沖 メバル 船胴突 16～25㎝ 15匹 船極メバル エサはシラウオ

3/27 前島 セイゴ ルアー釣り 20㎝前後 15匹 アジアダー メバル狙い

3/27 玉島E地区 セイゴ ルアー釣り 50㎝ 1匹 テトラワークス）POTO 小さいセイゴは沢山いた

3/28 田井新港 カサゴ 探り釣り 15～17㎝ 3匹 青虫 セイゴも釣れた

3/29 小豆島沖 マダイ サビキ釣り 25～40㎝ 6匹 かわせみ）チョクリ仕掛けBタイプ セイゴも釣れた

【岡山地区 3月】



3/29 玉島E地区 セイゴ ルアー釣り 30～40㎝ 10匹 ファラストミノー 水面付近をゆっくり流す

3/30 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 71㎝ 1匹 浜王 28g　イワシカラー

3/30 宇野港 メバル 探り釣り 10～15㎝ 3匹 青虫 カサゴも釣れた

3/30 笠岡周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝ 2匹 青虫と本虫 たまにイイダコがかかる

3/30 高梁川河口 シーバス ルアー釣り 50㎝ 3匹 ファラストリップレス90S 下げ潮のタイミングでの釣果



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

2/1 笠岡 ヒラメ 泳がせ釣り 38㎝前後 2匹 活きアジ 小型が中心

2/1 児島周辺 メバル メバリング 21～22㎝ 2匹 ビームスティック イカゴロブラック

2/2 小串周辺 ヒラメ ルアー釣り 75㎝ 1匹 デュエル)モンスターショット -

2/2 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 54㎝ 1匹 浜王 オレンジゴールドイワシ

2/2 下津井周辺 メバル メバリング 20～24㎝ 5匹 プリズナー3g グロー系カラーに反応あり

2/2 小豆島沖 マダイ 船サビキ 35～45㎝ 6匹 ハヤブサ)チョクリ仕掛 小サバも釣れた

2/3 笠岡沖 マダイ 一つテンヤ 30～52㎝ 4匹 テンヤ8号　海エビ アコウも2匹釣れた

2/3 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 3匹 ムギSP マルキュー)食い込みイエロー

2/3 宝伝周辺 メバル ウキ釣り 10～15㎝ 6匹 砂虫 シラサエビでも釣れた

2/4 宇野沖 マダイ タイラバ 40㎝前後 2匹 2StepTG 60g クリア系スカート

2/4 玉島E地区 ヒラメ ルアー釣り 76㎝ 1匹 海太郎)カタクチワーム 日中にヒット

2/4 下津井波止 メバル 探り釣り 14～18㎝ 5匹 シラサエビ -

2/5 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 15～18㎝前後 3匹 青虫
2本針の胴突仕掛け

少しキャストして引いてくると良い

2/5 下津井周辺 メバル メバリング 20～25㎝ 5匹 軽量ジグヘッド シーバスが多く混じる

2/6 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 2匹 ムギSP -

2/6 牛窓 チヌ フカセ釣り 48㎝ 1匹 VSP テトラ周辺

2/7 前島 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 バルト4in ピンクグロウバック(夜光)

2/7 笠岡周辺 メバル ルアー釣り 20㎝ 1匹 フロート 遠投

2/8 玉野周辺 メバル ウキ釣り 15㎝前後 4匹 シラサエビ 満潮前後での釣果

2/9 新岡山港 ヒラメ 投げ釣り 40㎝前後 1匹 青虫 -

2/9 宇野沖 メバル ボートメバリング 18～27㎝ 15～20匹 スパテラ2in うまシロエビカラー

2/9 下津井波止 メバル 探り釣り 15㎝ 2匹 ブツエビ 18㎝のカサゴも釣れた

2/9 下津井沖 マダイ 一つテンヤ 35㎝前後 2匹 海エビ タイラバでも釣れた

2/10 宇野港 メバル・カサゴ ウキ釣り 15㎝ 3匹 青虫 カサゴも釣れた

2/10 前島 チヌ フカセ釣り 40～50㎝ 3匹 オキアミ 爆寄せチヌ

2/10 下津井沖 カサゴ 船胴突 17㎝前後 15匹 モロコ がまかつ)五目胴突仕掛

2/11 下津井沖 カサゴ 船胴突 15㎝前後 20匹 モロコ ササメ)荒食い五目がオススメ

2/11 小豆島周辺 ヒラメ 一つテンヤ 50㎝ 1匹 海エビ マダイ狙いだが不発

2/11 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 50㎝ 2匹 活イワシ 活アジより活イワシの方が釣れる

2/12 下津井沖磯 メバル メバリング 12～23㎝ 4匹 アジリンガー ジグタンにワーム

2/12 宝伝周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 4匹 砂虫 底付近狙い

2/13 牛窓沖 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 メジャークラフト)浜王 21g ピンクイワシ

2/13 宇野沖 メバル 船サビキ 15～25㎝ 20匹 鳴門船サビキ カサゴも釣れた

2/13 宇野沖 メバル 船サビキ 23㎝ 1匹 ハヤブサ)鱗メバル マダイやセイゴも釣れた

2/14 新岡山港 ハネ 投げ釣り 40～45㎝ 2～3匹 青虫 ハネも釣れるがセイゴも釣れる

2/14 田井新港 メバル メバリング 10㎝前後 2匹 ビームスティック極み 鮭フレーク

2/14 下津井沖磯 メバル 探り釣り 20㎝前後 3匹 青虫 カサゴも10匹釣れた

2/15 宇野港 カサゴ 探り釣り 15㎝前後 5匹 青虫 クロメバルも混じる

2/15 サノヤスドッグ シーバス ルアー釣り 78㎝ 1匹 メジャークラフト)浜王 28g ブルーピンクイワシ

2/16 下津井沖 カサゴ 船胴突 15～25㎝ 10匹 サンマの切り身 メバルも1匹釣れた

2/17 直島周辺 カサゴ 船胴突 15～18㎝ 10匹 モロコ 冷凍イカナゴでも釣れる

2/17 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝ 3匹 ドリビーム 桜ドットグロー

2/17 下津井波止 メバル 胴突釣り 14～18㎝ 4匹 砂虫 シラサエビでも釣れた

2/18 小豆島周辺 ヒラメ 泳がせ釣り 40～55㎝ 3匹 イワシ -

2/18 サノヤスドッグ メバル メバリング 20㎝前後 2匹 カブラ フロートで遠投

2/19 宇野周辺 メバル メバリング 13～22㎝ 15匹 ビームスティック1.5 満潮前後での釣果

2/19 牛窓港 カサゴ 胴突き 10～15㎝ 5匹 青虫 エサを小さく切る

2/20 田井新港 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 アジリンガー ジグヘッドは1g

2/20 胸上周辺 ヒラメ ルアー釣り 66～68㎝ 2匹 ロデム ゴールド系

2/21 牛窓周辺 カサゴ 探り釣り 15～18㎝ 5匹 青虫 セイゴも釣れた

2/21 宇野沖 メバル 船サビキ ～25㎝ 15匹 鳴門船サビキ 5-0.8

2/22 吉井川河口 セイゴ 投げ釣り 40㎝前後 3匹 青虫(太) 満潮直前にヒット

2/22 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 45㎝ 1匹 活イワシ -

2/23 宇野沖 メバル 船サビキ 17～24㎝ 15匹 鳴門船サビキ5-0.8 8本針

2/23 宇野沖 メバル 船サビキ ～25㎝ 15匹 メバルサビキMIX 5-0.8　赤や黒に良く掛かった

2/24 児島周辺 ヒラメ ルアー釣り 46㎝ 1匹 浜王 28g -

2/24 田井新港 メバル メバリング 20㎝前後 1匹 月下美人 源五郎Z36F 常夜灯周りで釣れた

2/26 宇野沖 カサゴ 船胴突 15～23㎝ 20匹 モロコ メバルも釣れた

【岡山地区 2月】



2/25 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝ 3匹 スクリューテール オレンジ

2/25 下津井周辺 メバル 探り釣り ～22㎝ 13匹 シラサエビ カサゴも2匹釣れた

2/26 牛窓沖 ヒラメ ルアー釣り 47㎝ 1匹 浜王21g オレンジ系

2/26 下津井沖 カサゴ 船胴突 ～23㎝ 42匹 モロコ -

2/26 下津井沖 カサゴ 船胴突 13～25㎝ 15匹 モロコ 型が揃っていた

2/27 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 73.5㎝ 1匹 ロデム21g チャート系

2/27 新岡山港 ヒラメ ショアジグ 76㎝ 1匹 ジグパラTG 40g 遠投

2/27 玉島E地区 メバル サビキ釣り 20～25㎝ 3匹 鳴門サビキ 潮が動いた瞬間時合がきた

2/28 新岡山港 セイゴ 投げ釣り 30～40㎝ 2匹 青虫(太) エサを房掛けにすると良い

2/28 牛窓周辺 メバル ウキ釣り 10㎝前後 4匹 シラサエビ カサゴも釣れた

2/28 宇野沖 メバル ルアー釣り ～27㎝ 80匹 アジリンガー
1.5gのジグ単

活性が上がったタイミング



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 下津井 マダイ SLJ 30～50㎝ 3匹 TGベイト 60g

1/2 牛窓沖 マダイ 一つテンヤ ～47㎝ 30匹 三笠テンヤ 4号 51㎝のアコウも1匹

1/2 下津井周辺 ベイカ ライトエギング 胴長10㎝前後 56杯 ヤマシタ)ナオリー 1.5号 オレンジ系

1/3 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 67㎝ 1匹 浜王 28g ライブキス

1/3 東宝伝 メバル メバリング 10㎝前後 4匹 ぷりぷり尾 クリア、みかん

1/4 宇野港 ソイ ルアー釣り 17～20㎝ 2匹 蛍光色のワーム 投げ釣りでハゼも釣れた

1/4 前島 マダイ フカセ釣り 45㎝ 1匹 Ｇクリル 朝方釣れた

1/5 宇野沖 マダイ 船サビキ 25～40㎝ 5匹 かわせみ)チョクリ仕掛Bタイプ -

1/5 新岡山港周辺 ヒラメ ルアー釣り 49㎝ 1匹 ロデム ピンクゴールド

1/5 下津井沖 マダイ ジギング 45㎝ 8匹 ジグパラTG 50g
セイゴも釣れた

アカキン、ゼブラグロー

1/6 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

1/6 小豆島周辺 マダイ 船サビキ 40㎝前後 20匹 チョクリ仕掛け ケイムラ

1/6 下津井沖 マダイ 船サビキ 30～45㎝ 8匹 真鯛サビキ 小型が多かった

1/6 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 60㎝ 2匹 活アジ 大型がよく釣れた

1/7 牛窓周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 本虫 セイゴも釣れた

1/7 前島 チヌ フカセ釣り 40㎝前後 3匹 オキアミ
たくさん撒いて寄せていたら

連続で釣れた

1/7 下津井周辺 メバル ウキ釣り 15～19㎝ 9匹 青虫 カサゴやセイゴ、アコウも釣れた

1/8 宇野周辺 カサゴ 探り釣り 15～18㎝ 3匹 青虫 虫ヘッド+青虫

1/8 下津井沖 マダイ SLJ 45㎝ 3匹 ジグパラTG 50g セイゴも6匹釣れた

1/8 玉島港 ヒラメ ルアー釣り 66㎝ 1匹 ハウル 夜釣り

1/9 下津井周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 ビームスティック ピンク デイゲーム　メバル狙い

1/9 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 50㎝ 1匹 エコギア)バルト 赤金

1/10 東宝伝 メバル メバリング 10～20㎝ 5匹 ビームスティック 蛍光レモン

1/11 サノヤス カサゴ 探り釣り 15～20㎝ 8匹 青虫 胴突仕掛　アコウも釣れた

1/11 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 60㎝ 2匹 活アジ 食いがかなり渋い

1/12 牛窓周辺 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 3匹 ムギSP 深めのタナ

1/12 田井新港 メバル メバリング 10㎝前後 4匹 スパテラ2in 食いが渋い時はプラグを使用

1/12 下津井沖 カサゴ 船胴突 ～20㎝ 17匹 サンマの切り身 -

1/13 宇野周辺 アナゴ ぶっこみ釣り 30～40㎝ 3匹 青虫(太) 小まめに仕掛けを動かした方が良い

1/13 下津井周辺 メバル 胴突釣り 15㎝前後 4匹 砂虫 -

1/14 田井新港 カサゴ 探り釣り 10～13㎝ 5匹 青虫 セイゴも釣れた

1/14 新岡山港周辺 ヒラメ ルアー釣り 67㎝ 1匹 ロデム マットオレンジ

1/14 金波楼 メバル メバリング 12㎝前後 7匹 月下美人 グリーン系

1/15 小豆島周辺 マダイ 船サビキ 30～50㎝ 14匹 チョクリ仕掛けBタイプ セイゴも釣れた

1/15 玉野周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 3匹 青虫 大遠投

1/16 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 70㎝ 1匹 ロデム マットオレンジ

1/16 新岡山港周辺 ヒラメ ルアー釣り 71㎝ 1匹 浜王 イエロー系

1/16 宇野周辺 メバル メバリング 22～24㎝ 2匹 ティクト)ブリリアント フロートリグ　遠投

1/16 下津井沖 カサゴ 船胴突 14～18㎝ 12匹 モロコ -

1/16 下津井 ベイカ 探り釣り 胴長9㎝ 11杯 シラサエビ 良型がそろった

1/17 宇野港周辺 メバル メバリング 10～14㎝ 4匹 ビームスティック グローピンク 1.5in

1/17 東宝伝 メバル メバリング 10～15㎝ 3匹 スクリューテール スーパーグローのオレンジ

1/17 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 30～40㎝ 3匹 活アジ -

1/18 玉野周辺 メバル 探り釣り 25㎝ 1匹 青虫 -

1/18 宇野沖 メバル ボートメバリング 20～26㎝ 10匹 レインズ）アジリンガー タナ深めのアミパターン

1/19 田井新港 カサゴ 探り釣り 11～16㎝ 6匹 青虫 -

1/19 下津井沖 メバル メバリング 18.5～21.5㎝ 2匹 アジアダー 復刻メロンソーダ

1/20 宝伝周辺 メバル メバリング 12～15㎝ 4匹 ビームスティック 玉露カブラ

1/20 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 浜王 21g ピンクイワシ

1/20 サノヤス メバル メバリング 19㎝ 1匹 月下美人ワーム -

1/21 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 59㎝ 1匹 ロデム 28g イワシ系

1/21 宇野港 メバル 胴突釣り 10～15㎝ 5匹 砂虫 カサゴも釣れた

1/21 下津井沖 メバル 船胴突 13～16㎝ 7匹 モロコ -

1/22 田井新港 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 スクリューテール クリア系

1/22 宇野沖 メバル ボートメバリング 14～26㎝ 100匹 ビームスティック1.5 3人での釣果

1/22 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 46㎝ 1匹 活アジ アジを海底に這わせる

1/23 玉島周辺 ヒラメ ルアー釣り 67㎝ 1匹 飛び過ぎダニエル 30g

【岡山地区 1月】



1/23 宇野沖 ヒラメ のませ釣り 50～63㎝ 2匹 活アジ 水深10m以内のカケアガリでヒット

1/23 児島湾周辺 ヒラメ ルアー釣り 72㎝ 1匹 浜王 イワシカラー

1/23 水島沖 マダイ タイラバ 60㎝ 1匹 2StepTG 60g オレンジ系カーリー

1/23 下津井沖 ヒラメ 泳がせ釣り 45～59㎝ 4匹 活アジ -

1/24 宇野沖 メバル 船サビキ 15～25㎝ 15匹 鳴門船サビキ 8本針 5-0.8

1/24 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 70㎝ 1匹 ロデム オレンジ系

1/24 下津井沖 メバル 船サビキ 15～21㎝ 12匹 鱗メバル 5号

1/25 前島 チヌ フカセ釣り 30㎝前後 3匹 VSP 食い込みイエロー

1/25 宇野沖 ヒラメ 泳がせ釣り 60㎝ 1匹 活アジ 食いが渋い

1/26 田井新港 メバル メバリング 10㎝前後 3匹 アジリンガー ゆっくり巻いてヒット

1/26 前島波止 チヌ フカセ釣り 40～50㎝ 2匹 チヌベスト ヒラメ狙いの釣り人が多い

1/26 下津井周辺 メバル 探り釣り 15～25㎝ 20匹 ブツエビ -

1/26 玉島E地区 テナガダコ タコエギ 足長30㎝ 3杯 手作りタコエギ マダコも1杯釣れた

1/27 白石島周辺 カレイ 投げ釣り 25～30㎝ 3匹 本虫+青虫 潮どまり前後に当たった

1/27 宇野周辺 メバル メバリング 21～23㎝ 2匹 ティクト)メタボブリリアント -

1/27 牛窓周辺 ヒラメ ルアー釣り 60㎝ 1匹 浜王 ピンクイワシ

1/27 下津井沖 マダイ 船サビキ 30～40㎝ 5匹 真鯛サビキ ハネも釣れた

1/27 下津井波止 メバル 探り釣り 12～19.5㎝ 3匹 シラサエビ・ブツエビ -

1/28 宝伝周辺 メバル メバリング 10～13㎝ 3匹 レインズ）アジリンガー クリア系カラーがオススメ

1/28 東宝伝 メバル メバリング 15㎝前後 4匹 ビームスティック カサゴも釣れた

1/29 田井新港 カサゴ 探り釣り 10～14㎝ 7匹 シラサエビ -

1/29 西宝伝 メバル ウキ釣り 10㎝前後 6匹 シラサエビ 夕マズメの釣果

1/30 宇野周辺 メバル 探り釣り 15～18㎝ ３匹 青虫 青虫＋虫ヘッド2g　底狙い

1/30 宇野沖磯 チヌ フカセ釣り 44～48㎝ 5匹 激重 型が揃った

1/30 玉島周辺 アナゴ 投げ釣り 30㎝前後 2匹 青虫 2本掛け

1/30 下津井波止 メバル サビキ釣り ～22㎝ 7匹 かわせみ)波止用メバルサビキ サビキの針にモロコを付けて

1/31 牛窓周辺 セイゴ ルアー釣り 20～30㎝ 5匹 ビームフィッシュ フロートリグでの釣果　常夜灯周り

1/31 新岡山港 ヒラメ ルアー釣り 50～71㎝ 2匹 ロデム チャート系


