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チョイ投げゲーム

チョイ投げ定番のターゲット・ハゼがクランクベイトで狙える！ めっちゃ簡単でお手軽すぎる、超ゴキゲンな釣りがあるんです！

クランクdeハゼ

ゲーム
in 淀川

クランクベイトでハゼが釣れる !? チョイ投げで
超簡単に誰もが楽しめる、お手軽ゲームをご紹介！
もはやルアーで釣れない魚種の方が少なくなってきている今日この頃で
すが、新たなルアーターゲットとして今、注目を浴びているのがハゼ。し
かも、クランクベイトで狙えるんです！ 今回はそんなゴキゲンなハゼク
ランキングゲームをご紹介したいと思います！
【本文＆解説＝萩原幸一郎】

近日動画配信
開始予定

クランク de
ハゼゲーム
in 淀川

私自身、底ズル系のチヌゲームが好きで、足繁く通っていた淀川下流域。そ
の際に外道としてよく釣れるのがこのハゼで、岸ギワまで群れでチェイスし
てくる姿をよく見かけていました。こんなにルアーに反応するなら、いっそ
のことメインターゲットとして狙ってみよう！ と昨年から本格的に釣りは
じめたのが、このハゼゲームをはじめたキッカケでした。
元々淀川でのハゼ釣りといえば、晩夏から秋の風物詩。ハゼの寿命は大体
１－２年程度で冬～春にかけて深場で産卵し、１年かけて 15 － 20㌢ぐらい
まで成長するのですが、初夏から秋は浅場にいる個体も非常に多く、クラン
クなどで狙うには最適なシーズンになります。汽水域の浅場がメインポイン
トになるので、台風などによる増水などで大きな底荒れがない限り、比較的
釣果も安定。この季節、誰でも超お手軽に狙えてしまうというわけです。
では実際どうやって釣るの？ ということですが、エリアトラウト用の小
型のクランクベイトにメバル系のライトゲームタックルで、あとは投げて巻
くだけ（笑）
。タックルや装備も少なめだし、休日のちょと空いた１－２時間
でサクサクッと釣果がでちゃいます。まさに癒し！ めちゃくちゃ簡単なの
でビギナーやお子さんのルアー入門編にもオススメですよっ！

YouTube のルアーニュースTV チャンネル

解説

萩原 幸一郎

はぎはらこういちろう…ニックネームは
Haggy、ハギータ。大阪梅田のルアー１
BAN 勤務。ドブ川
（都市型河川）
の陸っぱり
ロコスタイルがメインだが、ルアーフィッ
シング全般、何でもこなすルアーマン。淀
川キビレゲームには一家言あり。1979 年
12 月生まれ。鹿児島県出身、大阪府在住
ルアー１BAN
住所：大阪市北区梅田 1
－ 11 － 4-100 号
電話：06・6346・1000
営業時間：月－金 11 －
21 時／土・日・祝 10 －
20 時

狙うべき時間帯
釣行のタイミングは？ 潮って関係ある？
基本的に時間・潮位などに左右されずどのタイミングでも釣
れるのがこの釣りのよいところなんですが、その中でも干潮
からの上げ潮がベストタイミング！ やや深場に落ちてい
たフレッシュな個体が上げ潮に乗ってシャローに差してき
ます。夕マヅメと重なればさらなる釣果 UP が期待できます

シチュエーション
ハゼ専用
チューン！

汽水域の砂地メインでゴロタが点在する浅場
淀川に限らず、汽水域であれば河川の規模に関わらず狙えま
す。砂地にゴロタが絡むような底質のシャローが個体数も多
く狙いめです。また近くに深場やカケアガリなどがあればさ
らに◎です
サイズ：34㍉
ウエイト：3.3㌘
潜行深度：２㍍
フックサイズ：＃ 10
カラー：全 12 色

ディープ クラ・ピー ＳＦＴＢＥＬＬ
【ラッキークラフト】

エリアトラウト用クランクをハゼ用に
チューニング！ ラトル入り＆アピール
系カラーのハゼ専用のクラ・ピー

マイクロエアブロー（ラッキー
クラフト）
バイトはあるけどフッキングに
はいたらない、小型のハゼが多
い時に威力を発揮。アピール力
はクラピーに負けるが食わせの
力はこちらの方が上で、ある程
度釣りきった所で投入するとよ
いでしょう

このハゼクランクゲーム専用のルアーがこれ！ カラーは
フラッシングアピールを重視したものになっており、ラト
ル入りなので広範囲からハゼを集めてきます。ロングリッ
プで根掛り回比率も高く、フローティングなので不意のス
タック時にもラインテンションを抜くだけでルアーが外れ
ます。フックもシングルフックを搭載しているのでバラシ
にくくフッキングも抜群です。まずはこのクランクからは
じめてみてください！

タックル

釣り方は？
３㌢前後のクランクベイトを投げて
巻くだけ。チェイスも見えて面白い
３㌢前後の小さめのクランクベイトを使用す
るので、柔らかめのスピニングタックルで OK。
メバルタックル、エリアトラウトタックルの流
用がオススメ。ルアーは３㌢前後の小型のクラ
ンクベイトで、フックはエリア用シングルにし
ておきましょう。ボトムにコンタクトさせなが
ら巻いてくるので、ミディアム～ディープタイ
プが使いやすいです。基本はタダ巻きですが、
ハゼのチェイスが見えた際は巻きに変化を与
えてサイトで食わせるのも面白いです。またト
ラウト用の小型バイブレーションなども遠投

が効き、ブレイクに潜む大型ハゼとの遭遇率も
UP します。よほどの大雨や台風による底荒れ
がない限り、比較的釣果は安定しています。７
月より数、サイズともに大幅に上向いてきてい
るので、今後も期待大です。エサ釣りで狙うよ
り手返しがよいので、１時間で 10 数尾なんて
釣果も狙えてしまいますよ！

淀川ハゼ釣り場ガイド
通い込み系スタッフがチョイ投げ実績場公開！

エリアトラウト用クラン
クをチョイ投げできるも
のであればＯＫ！
ハゼクランキングで持ち込むタッ
クルは、クランク数個とアシスト
フックや替えフックのみ。手の平サ
イズに納まる超コンパクトさ！
究極のチョイ釣りゲームです♪

食いが浅い時にはアシストフッ
クをセット。デコイ・トレーラー
ジャックミニ・ファイバーＳ＆Ｍ
（カツイチ）
、
サポートフック鬼爪
Ｓ＆Ｍ
（がまかつ）
。カルティバ・
耐力スナップ＃ 000（オーナーば
り）と、替えフック・クランクエ
キスパートフック＃８（ヴァン
フック）も用意

ASS プチフォーセップ（ティムコ）
は、釣りあげたあと、素早くフック
を外せるスグレもの。プライヤー
よりも繊細なのでハゼゲームには
ピッタリ。コンパクトで、何よりデ
ザインがカワイイです（笑）

タックルに関しては、エリアトラ
ウト用クランクをキャストできる
ものなら OK ！ 使いやすいのは
７㌳前後のメバルロッド、もしく
はトラウトロッド。
1000 － 2000 番
クラスのスピニングに、PE0.4 号前
後＋フロロ６㍀、またはフロロ３
㍀単体でも問題ナシです。ルアー
は３㌢前後のエリアトラウト用ク
ランクベイトで、ミディアムから
ディープタイプがオススメです！
●私のタックル…P2 ul － 76 パ
ワーセブン２
（Go－ phish）
＋ル
ビアス 2004（ダイワ）＋ PE0.3
号＋フロロ３㍀など

解説：越智健太・おちけんた…ハギー
タと同じくルアー 1BAN 勤務。ホー
ムグラウンドの大阪湾のソルトゲー
ム、淀川のバス＆ソルトゲームに日
夜励む。淀川のほど近くに住み、日
夜ハゼゲームその他を開拓中。1989
年４月生まれ、大阪府出身・在住

まず、淀川のハゼについてですが、１
月から５月が産卵期で、６月から晩秋
がベストシーズンで、特に８月以降は
良型も多くなります。また、晩秋から
冬は産卵のため沖の深場に移動する個
体が多くなるのも特徴です。
６月から晩秋がシーズンですが８月
中旬頃が最盛期。釣れる時間帯と場所
を把握していれば数・型ともに大きな
釣果を得ることができます。７月は平
均サイズは 10㌢前後、８月に入ると平
均 15㌢前後になり、
引きも楽しめます。
そんなハゼが安定して釣れて、安全
な釣り場でなおかつよく釣れる場所が
多数点在するのが淀川。
一気に浅場に差してくる干潮から満
潮にかけて水量が増えはじめる約２時

２０１４年淀川ハゼ荒食い実績スポット５
①十三大橋下
橋の下が特にゴロタや沈み物があり根掛
りが多いため、周辺にある砂浜から沖に向
かってキャストするのがオススメ。干潮時
は浅場が干上がるので、ブーツやサンダル
を履いて少し沖のカケアガリや砂浜の浅
場を平行にキャストして狙います。釣り人
も多く、状況もすぐに判断できるのが◎

①十三大橋下

間と満潮直前の約２時間に、多くのハ
ゼが一気に浅場にさしてきます。
ではどんな場所に差してくるのかと
いうと、ハゼの生態上、砂地を好みま
すがゴロタや砂利が少しまじる所が実
際釣りをしていてよくアタリがあるポ
イントです。足元がテトラや堤防、
ゴロ
タであっても５㍍先は砂利やゴロタが
まじる砂地、といった場所が淀川には
多く点在するので、必ずしも足場が砂
浜でなければハゼが釣れない、といっ
たことはありません。
クランクはもちろん、チョイ投げの
テンビンリグ＋持ち運び便利なフリー
ズドライのエサでも簡単に釣ることが
できます！ ぜひ、一度試してみてく
ださい。

②塚本周辺
阪神高速の下は遠浅になって
おり、
砂地と大きめのゴロタが
広がっています。干潮時、
干上
がってしまうので満潮から潮
が引いていく瞬間に狙える場
所。また、視認できるほどの
ハッキリとしたブレイクがあ
るので、
ここはゆっくりじっく
りと攻めてください

十三大橋

②塚本周辺
淀川大橋

伝法大橋

③＆④伝法大橋周辺

ハゼゲーム使用アイテム
・ルアー：ディープクラピー SFT BELL（ラッキークラ
フト）
、デコイ・ショア天 3.5、５㌘（カツイチ）
、ライ
トショット投げキス（ハヤブサ）
、ボンドベイト・ソフ
トイソメ（ヴァガボンド）
・タックル：グラマーロック
フィッシュ 74 エレクトロ（ブリーデン）＋ツインパ
ワー MG2500S（シマノ）＋ハードコアＸ８・0.6 号＋
シーガ・プレミアムマックス８㍀
チョイ投げリグもクランクもできるようにメバルロッ
ドを使用。キビレやシーバスもよく釣れるので、それ
らを考慮してセレクト。実際、このタックルで上写真
の 40㌢ UP のキビレが釣れました

⑤淀川各種水門周り
水門周りは小場所になるので数投
じっくり攻めてみて反応がなけれ
ば移動。船が出入りするため、水門
の中心は多少なりとも深く掘られ
ており、そのカケアガリや水門のキ
ワに大抵います。伝法大橋から下流
の水門は手前テトラが広がってお
り、10 － 15㍍はゴロタその先が砂
地。砂地は砂煙を巻きあげてハゼに
気付かせたいので引き釣りで。ゴロ
タ場は巻くのを止めたりしてゆっ
くりと

③伝法大橋周辺（沖の砂地）
紹介する中で一番砂地の多いエ
リア。コンクリートで足場がよ
く、沖に広大な砂地が広がってい
るポイント。沖に向かってフル
キャストして、引き釣りで広範囲
に探っていきます。手前はゴロタ
もあるので最後まで諦めずにて
いねいに探ってください。引き釣
りは竿を正面に向け 90 度になる
まで、ゆっくり引っ張り、アタリ
があればそこで竿を止めておく
と大抵またアタリがあります。橋
の下はゴロタが密集しており、釣
りが成立しないので、そこ以外の
ポイントを狙いましょう

④伝法大橋周辺（橋の下流側、足元）
橋の下流側には石畳があり、その沖も
砂地とゴロタがまじるエリア。②のポ
イントよりは若干ゴロタが多くなっ
ている。沈み根が数箇所あり、潮が引
いてくれば見えてくるのでそこを避
けながら攻めていく。足元は歩きなが
らリグを引っ張るいわゆるテクトロ
で、キワに付いているハゼを狙う。ま
た、ハゼは縄張り意識も強く自分の縄
張りに入ってくる者に攻撃する習性
もあるので、ハゼが見えているのであ
れば、アイスジグなど一点でアピール
できるルアーで誘う

