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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 
３/２７   減水８ｃｍ　     
  １０３ 葛飾区　　松本様 前宇藤木 ２２ 天々 グルｓ 
  ８３ 後藤様 前宇藤木 ２４ 天々  
  ７９ 大塚様 前宇藤木 １９ 天々  
 １６．５ ６４ 前沢様 寮下 １９ 天々  
 １５．０ ６４ 文京うきみ会　　徳丸様 前宇藤木 １９ 天々  
 １４．６ ４５ 　　　　　　　　　　渡辺様 寮下 １９ 天々  

  ３８ 大胡様 
上郷ポンプ立

木 
１６ 底 

良型　　両ダ
ンゴ 

   
杉林・中島岬・キャンプ場奥・ブイ

横でも釣れてます。　 
    

 ３/２６   減水５ｃｍ　強風で釣りにくい     
  ５８ 墨田区　　作間様 前宇藤木 ２０ 天々 グルｓ 

３/２５  ６７ 川崎市　　山本様 杉林 １８ 天々 両ダンゴ 
 ３/２３   満水     
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  ４０ 市川市　　安藤様 寮下 １７ 天々 
１時半上が
り 

  ３４ 高橋様 梅の木 １９ 底 グルｓ 
  ３０ 辺見様 前宇藤木 １９ 天々  

  ２５ 田中様 
川の竹やぶ対

岸 
１８ 底 

両ダンゴ 　
良型

 ３/２０   減水１５ｃｍ     
  ９４ 富里市　　西海様 前宇藤木 １９ 天々 両グル 
  ５５ 高森様 杉林 ２１ 天々 両ダンゴ 

３/１９   

ダム周辺および設備に地震の被害は
ありません。通常通り営業しており
ます。　　減水１０ｃｍ 　本日、

強風で釣りにくい。

    

   １５ 高橋様 川の竹やぶ １９ 底 
グルｓ　良
型　２時上
り 

３/１８  １８ 田中様 
川の竹やぶ対

岸 
１８ 底 半日釣果 

 ３/１５  １０８ 品川区　　深澤様 前宇藤木 １８ 天々 グルｓ 
 ３/１３１８．５ ６７ 山湖会　　浦様 前宇藤木 ２１ 天々 グルｓ 
 １０．９  　　　　　　　　鈴木様 杉林 ２２ 天々  

 ３/１１  ４９ 村越様 杉林 ２１ 天々 
グルｓ　　半
日釣果 

  ５６ 折原様 前宇藤木 ２２ 天々 グルｓ 
  ４６ 高橋様 寮下 １９ 天々 グルｓ 

３/９  １１３ 葛飾区　　小泉様 前宇藤木 ２２ 天々 グルｓ　 
  ８８ 山田様 前宇藤木 ２１ 天々  

  ５７ 襟川様 
キャンプ場
奥 

２１ 天々  ２時上がり

  ５２ 高橋様 寮下 １９ 底  
３/８ ３０．５ １２１ 鹿野へらぶな会　　冨永様 前宇藤木 ２１ 天々 ウドン 
 ２７．０ ８７ 　　　　　　　　　　　　山田様 前宇藤木 ２１ 天々 グルｓ 

 ２６．５ ７６ 
　　　　　　　　　　　　　　高橋

（昌）様 
梅の木 ２２ 底 グルｓ 

 ２５．０ ４０ 　　　　　　　　　　　　大胡様 
上郷ポンプ立

木 
１７ 底 両ダンゴ 

 ２２．５ ７５ 　　　　　　　　　　　　鈴木様 杉林 ２１ 天々 グルｓ 
 １９．７ ６６ 　　　　　　　　　　　　大石様 三本杭 ２１ 底  

 １５．７ ４０ 　　　　　　　　　　　　遠峰様 
トンネルワン

ド 
１９ 底  

 １３．５ ４０ 　　　　　　　　　　　　高橋様 寮下 １９ 底 両ダンゴ 
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 ２８．５ １０７ あすなろへら鮒会　　榎本様 寮下 ２１ 天々 グルｓ 

 ２１．６ ８２ 
　　　　　　　　　　　　　木村

様 
杉林 ２１ 天々  

３/７   ２５ 渋谷区　　田中様 
第一カーブ
先 

１８ 底 
両ダンゴ　良

型 
３/６   強風で釣りにくい     
 ２０．６  チーム・ファルコン　　冨永様 前宇藤木 ２１ 天々 オカユ 

 １９．８ ７７ 
　　　　　　　　　　　　　駒崎

様 
前宇藤木 ２１ 天々 グルＳ 

 １９．５ ６０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　

佐藤（俊）様 
梅の木 ２１ 底  

 １７．３ ５６ 
　　　　　　　　　　　　　大石

様 
３本杭 ２１ 底  

 １７．０ ６３ 
　　　　　　　　　　　　　田村

様 
キャンプ場
奥 

２４ 天々  
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