
レポーター：大阪アングラーズ　沢田孝冶

　ここ数年恒例行事化しつつある三重県紀北町の「キャンプinn海山」にてお友達を交え盛大に？開催いたしました。

　今年は例年になく「好釣果」に恵まれ宴会以上に表彰式が盛り上がるアングラーズ例会としては珍しい例会となりました。

　私（沢田）は夕刻に七里御浜でキスの入れ食いを期待しましたが、ムギメシが入れ喰いになり３投で諦めました。次に今回

本命ポイントの賀田湾、曽根の埋立地に向かいましたが、生憎エギでの烏賊釣り師の先客があり、近くの漁港で竿を出し

ました。しかしこのポイントも釣れるのは、サメ、毛虫と嫌われものばかりで、23時に気力、体力の限界？を感じ車で就寝と

なりました。

　翌日午前４時過ぎ、クラブの本屋敷さんより「寝てる場合やないよ！伊達さんがキス入れ食いやで！」の電話、前夜エギ釣

り師で満員だったポイントで伊達さんが良型のキスをホイホイと釣られ、ここで並んで竿を出したらとのことで、お言葉に甘え

て同所で竿を出しましたが、釣れるのは伊達さんより一回り小さいキスのみ、夜明け前に伊達さんが47センチのマダイまで

釣られたのを見届けて、私はお遊びに新鹿のキスを狙いに転身、結果これがよかった様でキスを140匹の爆釣となりました。

以下は例会時のスナップです。お楽しみくださいm(_ _)m

狙い通りの真鯛ゲットです 「はよ釣りや！」(^^♪ 

伊達さんに当てられっぱなしの本屋敷さん(>_<)曽根の釣り場

新鹿は文字通り入れ喰いでした 



当日お世話になりましたキャンプinn海山の指定管理
人でNPO法人の田上理事長様です。 
我々に負けず劣らずの、キスの虜です(笑) 

以下は表彰のもようで

又、人の釣った魚持っとる 

どやさ！ 





恒例のBBQにて秋の夜長を釣り談義、よもやま話で過ごしました。 

まだまだ時間はあるとのことで2次会は宿坊のログハウスにて楽しく過ごしました、今回はこの辺で(笑) 
又次年度も開催できるよう頑張りますので、皆様ご参加ください。 
 
参加資格？ 釣り好きで、仲間が好きで、楽しく秋の夜長を過ごせる方なら大歓迎です！ 



順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 魚名 寸法 魚名 寸法 魚名 寸法 合計 釣り場

1 大阪サーフ 柿山賢治 コロダイ 50.5 コロダイ 49.3 キチヌ 41.0 シロギス 22.0 163 田辺

2 大阪アングラーズ 井上嘉博 ヘダイ 38.7 ヘダイ 38.5 ヘダイ 36.9 シロギス 24.5 139 七里御浜・市木

3 大阪サーフ 伊達浩憲 マダイ 46.4 クロダイ 31.2 シロギス 28.6 ハマフエフキ 27.4 134 太地&曽根

4 大阪アングラーズ 中野和展 ヘダイ 38.4 ヘダイ 35.4 カワハギ 24.9 シロギス 19.6 118 鬼ヶ城

5 ぴんぎすサーフ 熊井 イシモチ 32.6 イシモチ 30.2 エソ 31.0 シロギス 24.0 118 七里御浜・市木

6 大阪アングラーズ 松永徳幸 コロダイ 34.2 イシモチ 30.7 イシモチ 30.7 シロギス 15.7 111 七里御浜・市木

7 大阪アングラーズ 高山利夫 ヘダイ 32.0 オキエソ 26.0 キュウセン 23.0 キュウセン 21.5 103 鬼ヶ城

8 大阪アングラーズ 本屋敷保生 クロダイ 26.9 シロギス 23.8 シロギス 23.2 ハマフエフキ 21.6 95.5 太地&曽根

9 大阪アングラーズ 沢田孝治 ハマフエフキ 23.6 ワニゴチ 23.1 シロギス 24.1 シロギス 23.2 94 曽根&新鹿

10 関西暁サーフ 山本 エソ 30.0 マダイ 24.7 ハマフエフキ 21.7 シロギス 11.7 88.1 賀田湾古江

11 大阪サーフ 戸田智 エソ 28.4 イトヨリ 22.8 シロギス 17.6 シロギス 17.3 86.1 引本

12 大阪アングラーズ 大津寿彦 キュウセン 20.6 シロギス 22.4 シロギス 22.2 シロギス 18.3 83.5 浦神

13 大阪サーフ 青木 マダイ 25.4 キジハタ 20.0 カサゴ 21.1 シロギス 16.3 82.8 引本

14 大阪サーフ 坂本 シロギス 24.7 キジハタ 21.7 ヘダイ 18.3 シロギス 13.8 78.5 引本

15 大阪アングラーズ 本多茂 エソ 32.3 シロギス 15.6 シロギス 15.3 シロギス 15.2 78.4 新鹿

16 大阪サーフ 斎藤 キジハタ 20.6 キジハタ 20.2 ハマフエフキ 20.9 シロギス 14.1 75.8 引本

17 アワジFC 網谷 シロギス 21.2 シロギス 17.2 シロギス 16.8 シロギス 15.3 70.5 新鹿

18 アワジFC 杉峠 シロギス 21.8 シロギス 15.3 シロギス 15.1 シロギス 14.9 67.1 新鹿

19 アワジFC 小山昌彦 シロギス 16.1 シロギス 15.9 シロギス 15.6 シロギス 15.2 62.8 新鹿

20 アワジFC 笠松 シロギス 15.1 シロギス 15.1 シロギス 14.8 シロギス 14.3 59.3 新鹿

21 大阪アングラーズ 林勇 賀田湾古江

21 関西暁サーフ 三崎雅美 浦神
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