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12/31 国府津海岸投げ釣り  tony    2003/12/31 

2003/12/31 am08:00
国府津海岸で２投の釣果。
２０CMほどのシロキスと型の良いホウボウが
れた。このあと期待！ 

10/26投げ釣り    kishi    2003/10/26 

    台風の影響で波が高かったが前川料金所下
で投げる。
    7 時から11時までの釣果です。潮は多少濁り
気味でした。 

Re:  魚の名前教えてください  kisu_sp 2003/10/20 

この魚は「クロサギ」ではないでしょうか？
私も伊豆で釣ったことがあります。違いますかね？ 
  

魚の名前教えてください 内田 2003/10/20 



静岡県静浦港で釣った魚です。体長は約２０
ンチです。
図鑑等で調べたのですが名前がさっぱり解
ません。
ご存知でしたら教えて下さい。 

8/22夏休みの思い出 パワーキャスターjr  2003/08/22 

型は小さかったが、数が釣れた。合計５８匹。

伊豆半島東海岸

今日の最大２０，９センチ

8/11静岡県伊東海岸 kishi  2003/08/12 



 西湘サーフ岸義則氏
 ８月１１日、静岡県伊東海岸で早朝４時間で
２１,６センチを頭に２４匹の釣果です。
 ほとんど入れかかり状態で大変楽しめました。
今後もつれ続きそうな気配で期待大！！ 

続 シロキス爆釣 tony  2003/08/06 

2003/8/6
静岡県福田海岸

Ｈ氏の釣果 最大２１,５センチ

                       同行者、Ｉ氏の釣果 

シロキス爆釣 tony 2003/08/03 



2003/8/3静岡県大須賀海岸での釣果
三桁の爆釣が続いていると情報が入った釣友に
誘われ同行。１～４色で楽しい釣りを満喫できま
した。二人で５１尾２kg超の成果でした。大荒れ
が無ければ当分の間釣れ続く事を期待します。 

7/5シロキス tony  2003/07/05 

釣り人Ｎ氏。波はまだ大きく濁りも入っていました
が早朝３時間の釣果です。最大２０センチ。
で喰ったようです。 

友遊会６月例会 加藤 2003/06/29 



 ６月２９日前川海岸において第３回例会を行い
ました。
 ９人参加して全員で４６匹釣れました。型は
２４．５センチを頭に平均１８センチ前後でした。
 優勝は新藤会員Aでした。

 

6/9 荒久海岸のシロキス好調 POWER CASTER  2003/06/09 



    荒久海岸での午前中の釣果。
前回より方が良く楽しい釣りが出来ました。
    最大は２３センチです。 

AVデビューなのよ kisu_sp  2003/06/09 

大磯海岸役場下 ３色半にて。 

６月７日荒久海岸 POWER CASTER   2003/06/07 



６月７日親子で荒久海岸に入る。
１０時半までの結果、３３匹釣り上げました。
距離は３色以上。

釣友が酒匂海岸で８時から２時間で１０匹。
距離は４,５色。 

６月７日国府津海岸のシロキス 1021tony   2003/06/07 

2003/06/07 ８時半までの釣果です。 

６月６日国府津海岸のシロキス 1021tony       2003/06/06 

2003/06/06 AM08:00までの釣果



６月２日国府津海岸のシロキス 1021tony   2003/06/02 

    地元の中島さんが午後からプール周辺で投
げる。
 濁っていて南風も強かったが２時間半ほどで
２０ｃｍを頭に８匹釣った。今後期待大。

2003/6/2

朝７時から８時まで
地元大久保氏の釣果。
当店下
青イソメ使用
距離は４～５色

釣友は８匹ＧＥＴ！

５月３０日国府津海岸のシロキス 1021tony    2003/05/30 

５月３０日１０時現在、地元 大久保氏の釣果
距離は４色半。餌青イソメ。



   ５月３０日地元の加藤氏の１０時までの釣果。
のんき下、５～６色朝のうちが良かった。ジャリ
メ、青イソメ使用。

 ここのところイワシ、サバが多い。

荒久海岸のシロキス POWER CASTER  2003/5/22 

 小田原荒久海岸で９時半ぐらいまで１４匹の釣
果。

５月１７,１８日 投げつり           yotti   2003/05/18 

岸義則氏、５月１８日の釣果
前日より型が落ちました。



 

 岸義則氏、５月１７日の釣果 

５月４日国府津海岸のキス 1021tony   2003/05/05 

 

    国府津商工振興会会長奥津様より提供
た写真と情報です。

東京より来られた湘南釣友会所属の釣り人
府津駅下からプール周辺で５匹釣り上げたところ
で写真を撮らせていただいたものです。ポイント
は６色位とのことです。 

５月３日原海岸 P.C,jr  2003/05/03 

 二匹だけどいい型が釣れた。
次は２５cmを釣るぞ。

           勇太



５月２日 南伊豆 鯛つり 2003/05/02 ツトム 

 久々の出漁で楽しみにしていたが前日の
予報が凪で釣れる感じはしなかったが、朝から
同船者が１枚食わし取り込んだあとすぐ当たりが
ありばれてしまったが、すぐにまた１kgが食って
き、無事取り込み、同船者が続けて２枚食わし
た。で、暫くアタリもなしにえさ捕りのイサキの
たりが続きあきらめかけたころ少し強い当たりが
ありノッコミ初期を思わせる体色の変化した
を取り込んだ。

５月２日 国府津海岸 2003/05/02    kishi 

 5月2日国府津海岸（国府津館下）7時～11時の
釣果。
途中から南に風が強くなり釣りにくかったが20cm
を頭に8匹釣れた。
距離は5色以上、餌はジャリメを使用。(岸)

原海岸小休止 2003/04/23 パワーキャスター 



 原海岸が釣れていると情報が入り、行ってみま
した。海を見てびっくり砂が出ていました。非常
投げやすい海でいつもと感じが違う！果たして
れるのだろうか１投目から２０cmのキスが釣
その後ふぐの猛攻に会いながら１匹追加その
も強烈なあたりが続くがすべて真鯛。キスが
ない、納竿間際に１尾追加しました。釣果は
３匹、真鯛５匹だった。５月連休に期待しよう

 

良型キス連発！ 2003/04/13    uchida 

 八王子の岩崎氏が４月１３日静岡県原海岸
の釣果。５時半から８時までの釣りで２０～２３
のシロキスが４本。おまけにかわはぎ、ホウボウ
の大型を釣り久しぶりに興奮した様子。超遠投
でないと釣れないようです。餌は東京スナメ
青イソを用意したが東京のほうが良かった様
す。また原参りが続くのかな？

2003/04/01 シロキス 2003/04/01 1021tony 



 
   ＡＭ９時ごろ海岸で久しぶりにお会いした小田原
の井上さん（釣り歴５,６０年のベテラン）です。地元
山王海岸がメインで、今年初めての国府津で竿を
振ったようです。型が良いと微笑んでいました。

 周りの釣り人より２歩リードしている様子です。

       

また釣れちゃいました。 2003/03/16 1021tony 

 

 今日も昨日と同じポイントに入り、２５,７cmのキ
スをゲットしました。餌はジャリメを使用。 

久しぶりに大型シロキスと対面 2003/03/15 1021tony 
 

  ベテラン投げ師の加藤さんが帰りにより久しぶりに大きいシロギスが見ることが出来ました。２５．６cm１２４
２０．６cmです。ポイントは国府津海岸で７時半頃から連続で釣ったようです。２匹とも５色位のところで強い当



りがあり期待して巻き上げたら型が良く久しぶりの大キスに思わずキスしようと思ったそうです。「家でして下
い！」その後雨が降り出しメゴチを数匹釣り上げ早々納竿したそうです。週末になると天候が悪く余り釣り人
ませんが２週間前より小八幡海岸でも４～８匹ほど５色前後で釣れてるので今後期待できると思います。やっと
ーズンインかな？

シロキス釣り師 加藤名人！！？？ 

初釣り 20030113  釣四 

   遅ればせながら本年も宜しくお願いします
１月１１日に静岡県で初釣りをしましたので
AnglersFieldAVで初めて書き込みをさせて頂
す。
原海岸０匹、口野０匹、伊東市の新井堤防
匹（写真参照）で
型は最高が２０ｃｍでした。
新井堤防ではＰＭ１時に釣り始め、ポイント
色から２色半と
とても近くて自分にうってつけでした。
まだまだ釣れそうでしたが風が強くなりとても
なってきたので
ＰＭ３時半で終わりにしました。
原海岸は相変わらず全然釣れないですね。
になったら釣れ始めるのですかね。
（まあ自分の腕を棚に上げてるところも有ります
がそこは目を瞑って下さい）

Re: AVデビューします。   2002/12/11 大物釣り名人 



（内田）さん
こんばんはです。
今日の初雪は交通を乱すなど、大変ツライ
となりました。
さて、日本海釣行（新潟）の件ですが、来年
行しますよ。今度は是非大物を釣りたいもので
す。
釣行時の秘蔵写真が出てきましたので２枚掲載
しますね。

（ＨＨ）さん
真鯛１１枚と自己更新おめでとうございます。
本命釣りでもこうは釣れないのに、外道での釣果
ですか。本当に羨ましいデス。
今後の釣行報告楽しみにしておりますヨ。

AVデビューします。 2002/12/09 大物釣り名人 
（内田）さん
こんばんはです。
今日の初雪は交通を乱すなど、大変ツライ出勤となりました。
さて、日本海釣行（新潟）の件ですが、来年も決行しますよ。今度は是非大物を釣りたいものです。
釣行時の秘蔵写真が出てきましたので２枚掲載しますね。

（ＨＨ）さん
真鯛１１枚と自己更新おめでとうございます。
本命釣りでもこうは釣れないのに、外道での釣果ですか。本当に羨ましいデス。
今後の釣行報告楽しみにしておりますヨ。 

まだい爆釣 2002/12/06  HH 



 ＨＨ氏が東京湾港に出漁。イナダを狙って出船
したが、反応なし。その代わり水深６０～８０ｍの
所でマダイに入れかかりになり３００～７００ｇを
１１枚ＧＥＴ。自己記録を大幅に更新出来て大変
喜んでいます。これもＵ先生の仕掛けと指導のお
かげと感謝していました。 

テスト終了 2002/11/28  1021tony 
 画像が入れられます。
４～１で試してみました。なかなか面白く使えると思います。
大きい画像でも大丈夫の様です。ヘルプを見ていろいろ試して下さい。
釣りに関係する事なら何でもＯＫ！ 例えば、魚に関しては大物、小物、珍しい魚、苦労して釣った魚etc.... 
場に関しては秘密のポイントも全然問題なしＯＫ？！？！ 釣り･仕掛けのアイディア、疑問、自慢。お気に入
船宿・船頭さん、美人女将がいる釣り宿、料理の美味しい釣り宿等をはじめ 釣行記も大歓迎。釣り人のマナ
ー、釣り場のごみ等々 自由に書き込んで下さい。
 （参考 ｎｏ.３,４の画像サイズは３００×２２５です。）

* 削除キーを忘れずに入力してください。（自由な数字でＯＫ。）

* 投稿された記事･画像は直ちに公開されません。内容を確認の上管理者によって正式公開されますのでしば
らくお待ちいたきます。内容によっては掲示されないことがあります。投稿記事を削除したい場合は記事が公開
れた後、削除用パスワードを用いて削除してください。 

アゴナシ＆カイワリ 2002/11/27 投稿1021tony 

秋に国府津海岸周辺でよく釣れる魚です。地元では「アゴナシ
と呼ばれています。顔つきを見るとそのとうりですね。
図鑑で調べてみたら正式名は「ツバメコノシロ」でした。コノシロ
の種類とは違うような気がしますが？？？

この魚も秋の
良く釣れます。

地元では「カイワリ」で通っています。？？？違うと思うんです
が・・・・・・

日本海釣行 2002/11/27 投稿1021tony 



 ９月中旬に仲間５人でキス投げ釣り遠征に
たときの写真です。
私にも釣れました。総匹数ではダントツビリ
たが大変楽しい釣行でした。機会があったらまた
行きたい！写真は初日の現場（府屋海岸だと
う？）です。 


