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真鶴のイナダ kisu_sp  2005/12/30 
１２月３０日 小田原漁港 もと明丸よりマダイ
五目出船です。
真鶴沖へイナダを捕獲に行きました。魚探の
反応はかなりあった様ですがなかなか針掛か
りしませんでした。
釣果は1.2kg-0.9kgが３尾となりました。(釣り名
人のＵさんは外道に大きいアマダイをゲット!)
お昼過ぎに本命のマダイを狙って岩港、根府
川方面へ移動したのですが
釣れたのはゴマサバ３尾となり納竿でした
(@_@)

小田原のアジ kisu_sp  2005/12/29 

12月28日 小田原漁港 もと明丸よりビシアジ
出船です。

久しぶりのビシアジでしたが平日のためかお
客は私一人で、古谷パパともとちゃん3名
日騒いできました。
パパは2本竿で50尾ほどあげていたようです
もとちゃんはオニカサゴポイントにて操船
がらの4尾ゲットでした。
そして私の釣果は33.5ｃｍ-22.5ｃｍが25尾
今年最高の釣果でした。

厄介者のサバも少ないと寂しいものです。 

福浦のカワハギ kisu_sp  2005/12/11 



１２月１１日 福浦港 海斗丸よりのんべえ
ブ仕立出船です。
今日は１０時位までヒメジとエソのみでお
んかと思いましたが
最終的に７枚となりました。先週より型は
27.5cm－16.5cmで他ホウボウ、メゴチも
りました。

福浦のカワハギ＆アオリイカ kisu_sp   2005/12/04 

１２月３日 福浦港 海斗丸にて仕立て出船で
す。
ネモノ、マダイ狙いの撃沈釣行のため久しぶ
りのＡＶ投稿です。
カワハギは先月に比べて型が小さくなってしま
いましたが23.5cm-17.5cmを８枚です。
竿頭は11枚、最大30ｃｍも上がってまずまず
の釣果だと思います。
夕マズメのアオリイカは全員お坊さんでした
(@_@)

置き竿でホウボウを狙ってみました。
ちょっと太めのシロキス仕掛け(ハリス1.5
のハリスに流線針８号 エサはアオイソメ
てオモリが底をトントンたたく感じにおいておき
ます。
ホウボウは3匹で最大36ｃｍでした。他に
ジ、トラギスなど混じります。 

金沢八景のイシモチ kisu_sp  2005/11/12 



１１月１１日 金沢八景 黒川丸よりイシモチ
船です。
今回は沢山釣ることができました。釣果は
匹(34cm-20cm)で比較的大物が多くなってき
ました。

うれしい外道にシロキス、アジ、マコガレイが
混じりました 

小田原のビシアジ kisu_sp  2005/11/06 

１１月５日 小田原漁港もと明丸よりビシアジ
出船です
釣れませんね･･･、アジはどこ行っちゃったの
か？ サバも釣れませんでした。 
前半の港前と後半の岩沖だけで酒匂や根府
川あたりではなんにも釣れないのです。
釣果はアジ８匹(34cm-24cm) サバはマサバ
交じりで６尾(40cm-28cm)と型はいいんですけ
どね。竿頭も１４匹と撃沈でした(@_@)

福浦のカワハギ＆アオリイカ kisu_sp  2005/11/03 



１１月３日 福浦港 海斗丸よりカワハギ
オリイカ出船です。（午後船）
今日はカワハギ五目って感じでした。２６
－１８ｃｍが３枚

夕マズメのアオリイカは先週よりちょっと大き
いのが釣れました。 １杯ばらして２杯でした。 

最新釣況 uchida  2005/10/30 

2005/10/30 6：30～12：30
八王子の岩崎大さん。
国府津海岸当店下～プール付近で近場のキ
スを狙い８８尾の釣果でした。
ポイントは２色付近、８点がけもあったそうで
す。



2005/10/30
地元の高校生奥津雄太さんの釣果。
良い型のキス(２１cm)が混じりました。

2005/10/30
広瀬喜一さん。
短時間の釣りでしたが良い型が１尾混じりま
した。
強烈な引きが楽しめたようです。 

福浦のカワハギ＆アオリイカ kisu_sp  2005/10/29 

１０月２９日 福浦港 海斗丸よりカワハギ
オリイカ出船です。(午後船)



カワハギは25ｃｍ－15.5ｃｍが７枚。福浦港前
で良かったです。

マズメ時間にアオリ２杯、スミイカ１杯がつれ
ました。 

国府津海岸のシロキス uchida  2005/10/28 

2005/10/28 08：30～15：30
店主試し釣り。
場所は国府津海岸で内田釣具店下～プール
付近。
風が弱く、波も大変おだやかな条件に恵ま
れ、
ポイントは極近くほとんど波の中で釣れまし
た。
餌はジャリメを使いました。
釣果はシロキス10～15センチがジャスト100尾
でした。

金沢八景のイシモチ kisu_sp  2005/10/22 



１０月２２日 金沢八景 黒川丸よりイシモチ
立て船に行ってきました。
潮の動きが悪いようでちょいと喰い渋りでし
た。
釣果は３１ｃｍ－２１ｃｍで１６尾でした。 
身美味しかったで～す。

外道にシロキス、カサゴなど混じりました。
キスは21.5ｃｍ 20.0ｃｍ 17.0ｃｍ３尾でした。 

最近の釣り－国府津海岸－ uchida  205/10/22 

国府津海岸周辺の最新情報です。
 台風の影響で高い波の日が続きました。

 シロキスは本日１０月２２日は数、型とも良
い結果が出てきました。
型は最小８センチ、最大２１センチです。近距
離から遠投まで幅広く狙えます。



サーフトローリングは高波でも何とか釣が出
来、型のよいイナダが連日釣れています。 

小八幡海岸のシロキス kisu_sp  2005/10/16 

１０月１６日小八幡にて湘南魚影会１０月例会
を行いました。
２位の野口さんの釣果です。



なん位だっけか？５位か６位かな？
成瀬さんの釣果です。

そしてこれが９位の私の釣果です。
大物がない！(13.5cm-9.5cm)

楽しい投げ釣り kkk  2005/10/16 

１０月１５日 ゴロタ海岸から投げ釣りをしまし
た。
カワハギやシロギスが釣れました。小さいが
あたりが面白く凝ってしまいそうです。 

小田原の根魚 kisu_sp  2005/10/10 



１０月１０日 小田原漁港もと明丸より根魚五
目出船です。
ネモノデビューでしたが何だか五目達成
た。
予定通りにちっこいキンメも釣れました。
（でも本当はキンメ狙いだったのかな？）

  

前川のシロキス kisu_sp  2005/10/09 

つれたよ･････
今日がサーフ・デビューの小学校２年生のボ
ク。

１０月９日 前羽海岸(6:00-12:00)
１匹だけ19.2ｃｍと久々の大物でしたが７
10.4ｃｍ-8.1ｃｍでした。

これが今日の大物賞。
内田さん調査の結果、『スギ』と判明しました。
見たことないですね～。



前川のシロキス kisu_sp  2005/09/23 

９月２３日 前羽海岸(6:00-10:30)
ちょっと高波でした。釣果は18.7cm-9.9cm
１７尾でした。 

大磯海岸のシロキス kisu_sp  2005/09/22 

９月２２日 大磯海岸中学校下(6:30-13:30)
キスの数釣りを期待して出掛けてきましたが
期待はずれで終わりました。釣果は18.3ｃｍ
－8.7ｃｍが１６尾でした。 

カツオ釣れなかった kisu_sp  2005/09/21 

９月２０日 小田原漁港もと明丸よりカツオ
ジマグロ出船です。
今シーズン初のカツオ・メジに行ってきました
が本命カツオは釣れませんでした。釣果
ジ44ｃｍ－41ｃｍが３本、他ソウダ、サバ
じりました。
タックルはロッド バンディットＨ２２５、リール
電動丸３０００Ｈ ＰＥ６号、仕掛けはサニービ
シ８０号、ハリス８号 ３ｍ、ヒラマサ針１３
した。



ソウダが邪魔してね～。仕掛けが棚まで落ち
ないのです。 

福浦のカワハギ kisu_sp  2005/09/17 

９月１７日 福浦港 海斗丸よりカワハギ
船です。（午後船）
今シーズン初のカワハギちゃんでしたが
は６枚(25cm-23cmが５枚)。 餌取りのキタマ
クラやベラに苦戦でした。 

秋の狩野川 tony  2005/09/15 

2005/09/15
今期初めての狩野川、昨年に比べ川相がだ
いぶ変わり砂が多くなったようです。
最大は２８,５センチ２４０グラム



 

またまた小田原のワカシ kisu_sp  2005/08/17 

８月１７日 小田原漁港もと明丸よりワカシ
船です。
釣果はワカシ１６ ソウダガツオ１３ ゴマサバ
１３(何匹かリリース)でした。 ワカシは１１
前と比べて大きくなってきました。



またまた福浦のカサゴ kisu_sp  2005/08/15 

８月１５日 福浦港海斗丸よりイソカサゴ
です。
釣果は２８ｃｍ－１６ｃｍが１７匹。２０ｃｍ
は５匹でした。 餌取りのベラが多いようので
イカを持参されると良いでしょう。



今日の大物は２８ｃｍと２７ｃｍでした(@_@)

小田原のワカシ kisu_sp  2005/08/07 

８月６日 小田原漁港もと明丸よりコマセアジ
出船。
ビシアジ不調とのことでコマセアジに変更
浅場のアジを狙いにいきましたがワカシ、
バの入食いでした。
釣果はゴマサバ３６、ワカシ１６、アジ２、
ダ１となりました。(持ち帰った数)

相変わらずサバの勢いは止まりません(@_@) 

福浦のカサゴ kisu_sp  2005/07/30 



７月３０日 福浦港 海斗丸よりイソカサゴ
船です。
釣果は26cm-18cmが１５匹とちょっと苦戦
た(@_@)

西湘のシロキス kisu_sp  2005/07/19 

７月１８日 小田原漁港もと明丸よりシロキス
出船です。
前半は大磯ロングビーチ沖で後半は前川沖
を攻めてきました。
釣果は19.0-13.5cm、８２匹でした。他、メゴ
チ、ヒメジ、イイダコ、トラギスなどが混じりまし
た。 

鮎ですパート３ YN  2005/07/19 

今年初めての狩野川です、やっぱり水は
め



一日たちこんでの拾い釣で疲れた～

でも、大きいのが釣れたら満足です
形は17～24cm 12匹でした 

鮎ですパート２ YN  2005/07/11 

解禁後初めて？（たぶん）ダムが水を出した
ので待ってました、と行って来ました、  酒匂
川では今期自己最高の、16～22位まで18匹
でした

小田原のアジ kisu_sp  2005/07/10 



7月10日 小田原漁港 もと明丸よりビシアジ
出船
今日は喰いましたよ～。なんとか20匹です
サイズは37-28cm。

このサイズは5本でした。トップ37cm 

サバもデカイです。クーラーに入らず何匹
リースしました。 


