
 

ＨＨ２２３３
月月//日日

kkgg  枚枚 釣釣りり会会名名　　　　氏氏名名 ポポイインントト
竿竿
（（尺尺）） たたなな

４/１１   減水１．９ｍ     
  １７０ 千葉市　　岩村様 前宇藤木 １６ 天々 両グル 
  １０８ 瀬端様 寮下 １３ 天々 両ダンゴ 
  ９７ 遠藤様 中島岬 １３ 底 グルｓ 
  ８５ 青木様 寮下 １４ 天々  
  ５０ 石上様 杉林 ９ 天々  

   
第一カーブ・ブイ横でも釣れ

ました。 
    

４/１０   減水１．７ｍ     
 ２４．０ ８６ 足立釣友会　　永浦様 寮下 １３ ２ｍ 両ダンゴ 
 １６．５ ７０ 　　　　　　　　　金沢様 寮下 １４ 天々  
 ２０．５ ８７ 武蔵野へら研　　増井様 前宇藤木 １６ 天々 両グル 
 １８．５ ７１ 　　　　　　　　　　高林様 前宇藤木 １７ 天々  
 １９．５ ７６ 船橋へらへら会　　上野様 寮下 １４ 天々 グルｓ 

 １６．０ ４０ 
　　　　　　　　　　　　木

村様 
梅の木 １７ 底 両ダンゴ 

 １９．０ ８０ 横浜名釣会　　奥山様 寮下 １１ 天々 グルｓ 
 １７．５ ７０ 　　　　　　　　　宮崎様 寮下 １１ 天々  

 １５．０  　　　　　　　　　高島様 
中島ワンド流れ

込み 
１５ 底  

   
キャンプ場・宇藤木橋先・馬
の背でも良型が釣れました。 

    

４/９   
減水１．７ｍ　暴風雨で釣り

にくい 
    

 ３３．１ １１０ 一峰クラブ　　篠原様 
上郷ポンプ立

木 
１２ 底 グルダンゴ 

 ２７．２ ８０ 　　　　　　　　　七沢様 道路下 １３ 底 グルｓ 
 ２６．１ ９０ 　　　　　　　　　富田様 上郷立木 １１ 底  
 ２３．６ ８３ 　　　　　　　　　片野様 杉林 １８ 天々  
 ２０．８ ７０ 　　　　　　　　　高橋様 杉林 １８ 天々  
 １７．８ ５３ 　　　　　　　　　鈴木様 中島岬 １３ 底  
 １５．０ ５０ 花見川へらぶな会　　大野様 杉林 １５ 天々 昼上がり 

   
前宇藤木・寮下・川の竹や
ぶ・西川渕・　駐車場下でも

釣れました。 
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４/８   
減水１．６ｍ 　強風で釣りに

くい
    

  ４９ 久喜市　　安津畑様 杉林 １４ 天々 グルｓ 
  ４５ 折原様 杉林 １９ 天々  
  ３０ 綿貫様 道路下 １５ 底 半日釣果 

  ３２ 中鉢様 
上郷ポンプ立

木 
１０ 底  

４/６   減水１．３ｍ     
  １３８ 川崎市　　山本様 寮下 １５ 天々 両ダンゴ 
  １００ 野村様 前宇藤木 １８ 天々 グルｓ 

  ９８ 武重様 寮下 １９ 天々 
１０時から釣

果 

  ８３ 鞍橋様 
上郷ポンプ立

木 
１３ 底 

１１時まで釣
果 

  ６４ 田村様 杉林 １６ 天々 グルｓ 
  ５２ 高橋様 上郷立木 １５ 底  

４/５   
減水１．１ｍ　水温１０度　

朝気温-１度 
    

  ９８ 富里市　　松本様 寮下 １８ 天々 両ダンゴ 
  ８０ 宮原様 寮下 １８ 天々  
  ７２ 大竹様 寮下 １８ 天々  
  ５８ 作間様 前宇藤木 １７ 天々 グルｓ 
  ４８ 鈴木様 杉林 １６ 天々 グルｓ 

４/４   
減水１ｍ　　桟橋付近でハタ

キあり 
    

  ５０ 堀内様 杉林 １８ 天々 
両ダンゴ　１時
上がり 

４/３   減水８５ｃｍ     
 ４２．０ １６８ 柴又へら研　　大塚様 寮下 ２１ 天々 両グル 
 ２５．４ １１０ 　　　　　　　　　滝井様 前宇藤木 １８ 天々 グルｓ 
 ２２．３ ８５ 　　　　　　　　　西宮様 前宇藤木 １９ 天々 グルｓ 
 ２０．５ ６０ 　　　　　　　　　松崎様 杉林 １８ 天々 グルｓ 
  １０６ 千葉様 寮下 １８ 天々 グルｓ 
  １０５ 松本様 前宇藤木 １８ 天々 ２時半上がり 
  ９４ 中村様 前宇藤木 １５ 天々  

  ９０ 大胡様 
上郷ポンプ立

木 
１５ 底 ４時間釣果 

  ７０  杉林 １８ 天々 ２時上がり 

４/２   
減水７０ｃｍ　　風で釣りに

くい 
    

  ９２ 葛飾区　　小泉様 前宇藤木 １８ 天々 両ダンゴ 
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  ７３ 小山様 前宇藤木 １８ 天々 両ダンゴ 
  ７０ 鹿浜様 寮下 １６ 天々 グルｓ 

4/１   減水５５ｃｍ     
  １２２ 墨田区　　山口様 前宇藤木 １６ 天々 グルｓ 
  ８０ 森屋様 寮下 １６ 天々 両ダンゴ 
  ６０ 山本様 中島岬 １８ 底 両ダンゴ 

  ５５ 平野様 前宇藤木立木 １１ 天々
両ダンゴ　　
１０時半迄 

  ４４ 石上様 杉林 １３ 天々 両ダンゴ 
３/３０   減水３２ｃｍ     
  １８０ 北区　　北村様 寮下 １９ 天々 両ダンゴ 
  １２４ 小泉様 前宇藤木 １８ 天々 グルｓ 
  １０７ 高桑様 前宇藤木 １９ 天々 グルｓ 
  １００ 山田様 寮下 ２1 底 両グル 
  ８５ 羽富様 前宇藤木 １９ 天々  
  ７０ 岩村様 杉林 １７ 天々  
  ７０ 野坂様 前宇藤木 １７ 天々  
  ６７ 井原様 杉林 ２０ 天々  
  ５０ 榎本様 中島岬 １９ 底  

３/２９   減水２０ｃｍ     

 ７２ 横浜市　　浅沼様　　 
上郷ポンプ立

木 
１５ 底 両グル 

  ６０ 山崎様 
前宇藤木・杉

林 
１９ 天々  グルｓ

  ４８ 山田様 寮下 ２１ 底  
３/２８   減水１２ｃｍ　水温１０度     
  １４０ 大田区　　北原様 前宇藤木 １８ 天々 グルｓ 

  ２０ 田中様 石田島 ２２ 底 
良型　両ダン

ゴ 
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