（22）

㌢級続出の消防署前

トした︒
度ほど上昇し︑フィール

んでウイナーとなった︒ いるため︑９月日に実

② 川口将貴６匹︵
③ 香山孝二６匹︵

同時に栄誉ある﹁揖保川 施予定の﹁揖保川・大ア ・０㌢︶
ユ大会﹂は大いに尺アユ

目でウキに受けが出て︑

▼問い合わせ 揖保川

た手応えが伝わってき

手を出すと︑しっかりし

待っていたとばかりに

最後はアユの数釣り勝負を楽しみ︑全員で記念撮影

ウキの肩からなじみ込む

途中でチクッとした小ア

漁協☎０７９０︵︶

タリ︒

大会成績は次の通り︒

６６３３番︒

① 君野貴文６匹︵

当日︑受け付け会場と
りつけるいじわるな太陽

々︒しかし頭上近くで照

に釣れたが︑徐々に空ア

ていく︒最初は思うよう

アタリに絞って手を出し

タリを狙い︑肩からの小

た︒その後︑舞い込みア

︵敬称略︶

釣 り 上 げ ら れ た ア ユ の期待が持てるだろう︒ ・０㌢︶

名人﹂の座に輝いた︒
は︑たつの市教育委員会
さらに今大会で・８

に進呈された︒

︵ＡＰＣ・森雨魚︶
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なった﹁志んぐ荘﹂駐車

タリが多くなり始めた︒

手︒㌢の掛かりアユを 梅雨が明け︑いよいよア

一撃を受けたのは川口選

た有岡名人が参加者数人 名人の本気の釣りを間近 名人の人柄のよさに助け やエサはそのままで︑振

㌢︑下㌢にして︑タナ

昼食後はハリスを上

が︑容赦なく選手の体力

委員長のあいさつと︑ル

一気にパワーロッドで引 ユ釣りシーズンも中盤に める場所︑サオの角度︑ る有岡名人︒何か問題が に︑参加者は熱心に聞き

いち早く野アユからの

ール説明のあと︑Ａ・Ｂ

と言ってもらえた︒

３投目でウキのなじむ

結果として２時間で︑ 者 は み ん な 満 足 気 だ っ 足のいくイベントだった とかえる︒

約匹釣り上げた有岡名 た︒

そしてなじみ切る寸前

応え︒

喜多芳樹︶ を出すと︑なかなかの手

今回のイベントは天候 ︵フィッシングエイト２ 途中でのツンアタリに手

勝ち負けよりも︑有岡 や釣果に恵まれ︑さらに

昼からは︑アユ釣りを 人が優勝した︒

差しかかった７月日︑ 立ち位置など︑さまざま あれば︑なぜよくないの 入っていた︒

各 人 に 合 わ せ た 説 明 との数釣り勝負を開催︒ で見ることができ︑参加 られた︒参加者からも満 り切りから落とし込みへ

ブロックに分かれて予選
き抜く︒

ポイントの見極めや攻 ど︑付きっきりで指導す

が７時からスタートし

か︑ならばどうすればい
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デモンストレーション いのかなど︑経験談を交 したくてウズウズしてい

上流部の早瀬でも次々 イチバンエイトグループ な説明が続く︒

やや減水気味のフィー し︑その結果︑福田選手 と︑サオが大きく曲がり では︑トップトーナメン

た︒

ルドでは︑一級ポイント がトップ釣果の９匹で通 始める︒どうやら㌢級 ター・有岡只祐名人を招 が始まると︑すぐに数匹
その圧倒的な説得力

のアタリに手を出すよう

の良型アユに︑苦戦を強 いて︑アユ釣り勉強会を 釣り上げる有岡名人︒

福田選手を始め︑Ａ・ いられている選手も多い 行った︒参加者は事前に

は当然のことながら絞り 過︒

にして釣っていると︑平

込まれる︒Ａブロックの

下野橋上流を始め︑Ｂブ Ｂ各ブロックから上位７ ようで︑身切れや高切れ グループ店で申し込まれ と︑ユーモアを交えた説
手伝いに当グループの ってしまっていた︒
デモが終わると︑参加

フロロ０・５号で上㌢︑ ると多少の空アタリはあ いろいろ試している︒見

号︑ハリスはザイトへら ないように工夫する︒す ㌢のタナを取ったりと︑ サは凄麩 ㏄︑ガッテン 次に底から㌢切った深

均して型がよくなった︒

前には釣り人が集中し︑ 選通過となった︒ファイ れる︒

そんな中︑トップ釣果 スタッフをはじめ︑４人

と︑もうすでに３号桟橋 が集まってきて︑７投目

入時にはヘラの背ビレが

で作ったものという︒

い動きをしている︒

㏄︑カルネバ㏄︑ダ 中にする︒

ハリスは上㌢︑下

㏄︑
バラケマッハ ㏄︒ ㌢︒ウキは全長㌢のロ

茨木新池でヘラブナ活況︒良型がよくまじった

ちなみに手塚さんが両ト

結局匹と満足の釣果︒

ろいろな釣りをしたが︑

ってきて大変面白い︒い

この釣りも型がよくな

ウキの折り返しから 下ハリス㌢に変更︒エ を切って打ち返す︒３投 く︒

ップ足長︒
上ハリス㌢︑ みが出ると︑すぐにエサ に 絞 っ て 手 を 出 し て い

てみると初自作で︑発泡 ウキは全長㌢のＰＣト ウキにそっと肩からなじ ってなじむ途中のアタリ

舞い込み狙いのため︑ ングソリッド足長︒エサ
キは自作の洛水︵カッツ

私は１㍍の両ダンゴに
釣果の上がっている滋賀 もらい︑有岡名人による

トップ︑足長︶︒
エサはバラケマッハ

サオはそのままで︑ 振り切りでの振り込み︒ はそのままで︑ウキが立
ケ用全長㌢︑ソリッド と︑いつもと違う︒聞い 変更︒

水野さんのウキを見る

にへらプロスト５号︒ウ ることができた︒

下㌢︒ハリは上下とも るものの︑手応えを感じ た感じでは︑なかなかい ンゴの底釣り夏 ㏄︑水







・安曇川の朽木地区︒朽 個別の授業が始まった︒
協力してもらった︒

７月日︑ＳＷＡＴの ㏄︑浅ダナ一本 ㏄︑カ
会長と大阪・茨木新池に ルネバ㏄︑ダンゴの底

午前７時に村上オトリ
店に集合し︑早速勉強会

ヘラブナを狙って行くこ 釣り夏㏄︑水 ㏄を混

の３マス目に手塚さんと にはツンアタリ︒すかさ

６投目で水面下にヘラ

ぜた︒
オトリの選び方一つを

水野さんが入っている︒ ずアワせると︑感触が手

午前６時過ぎに着く

とになった︒

がスタート︒まずは有岡
名人によるオトリの選び

とっても︑勉強になると

方から始まった︒

興味津々︒選び終わった

り座を構えた︒

君野選手が揖保川名人賞 たつの市へアユを進呈 らオトリ店から歩いてす オトリ選びからスタート 私は水野さんの手前に釣 に伝わってきた︒次の投





熱戦が繰り広げられてい ナルステージは時分

者にはそれぞれ思い思い




木漁協と村上オトリ店に

場所はコンスタントに のポイントで釣りをして

た︒アユは〜㌢のグ から︑Ｂエリアでスター を出したのは３人︒最長 が集まった︒

大会上位入賞者と組合長

いろいろ試したいが︑ 見え︑渦巻き状態になっ
そこでエサを少し粘り

まずは浅ダナのカッツケ てきた︒
だ︒サオ７尺︑オモリか

ら㌢のタナにする︒ミ 気味の軟らかめにして︑
チイトは白の道糸０・８ あおられてもエサが落ち

︵ＡＰＣ・引口勉︶

４４２３番︒

池☎０７２︵６４３︶

▼問い合わせ 茨木新

最近少ないように思う︒

がらもよく釣れる池は︑

これだけヘラがわきな

釣果だった︒

ロロのカッツケで 匹の
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ロックの住宅前︑消防署 位タイまでの計人が予 で観客からもため息がも た４人︒

明に︑スタッフも聞き入





分から︑森岡大会実行

場前には︑揖保川ファン

１ 人 に つ き １ 時 間 ほ えながら詳しく解説︒

を奪っていく︒
恵みの雨をもたらした ぐのポイントへ︒

の人が集い︑午前６時

第2084号

寸での計測により︑見事
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７月日︑兵庫・揖保

ドコンディションは上

朝とくらべて水温は２ 君野選手が㌢を１匹含 ㌢のビッグワンが釣れて ・０㌢︶

大会
︵主催・揖保川漁協︶
﹂

ッドサイズが続々と登場

が開催された︒

川で﹁たつの市あゆ釣り

阿

娃
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