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010101 千葉 館山湾 塩見沖 ＊ 020501 東京湾 走水 走水棒島前 ＊ 030306 相模湾 長井佐島 佐島漁港沖 ＊ 050301 西伊豆 田子 鯔（ボラ）根北 ＊

010102 千葉 館山湾 塩見沖タイヤ漁礁 ＊ 020502 東京湾 走水 走水覚栄寺出し ＊ 030307 相模湾 長井佐島 ミヨセの高根前 ＊ 050302 西伊豆 田子 鯔（ボラ）根 ＊

010103 千葉 館山湾 白根 ＊ 020503 東京湾 走水 広域走水ミル根 ＊ 030308 相模湾 長井佐島 亀城礁南 ＊ 050303 西伊豆 田子 鯵根 ＊

010104 千葉 館山湾 ウツボ根 ＊ 020504 東京湾 走水 棒島西 ＊ 030309 相模湾 長井佐島 エビ根西 ＊ 050304 西伊豆 田子 弁天島北 ＊

010105 千葉 館山湾 バラ根 ＊ 030310 相模湾 長井佐島 エビ根東 ＊ 050305 西伊豆 田子 弁天島前 ＊

010106 千葉 館山湾 沖ノ島沈船 ＊ 020601 東京湾 観音崎 京急ホテル前ケーソン捨石 ＊ 050306 西伊豆 田子 田子島西沖 ＊

010107 千葉 館山湾 バラ根沖Ｖ字谷東端 ＊ 020602 東京湾 観音崎 京急ホテル前（新） ＊ 030401 相模湾 葉山 長者ヶ崎沖 ＊ 050307 西伊豆 田子 田子島南西カツオ島 ＊

010108 千葉 館山湾 休暇村沖岩礁 ＊ 020603 東京湾 観音崎 海水浴場前 ＊ 030402 相模湾 葉山 長者ヶ崎　尾が島北西 ＊ 050308 西伊豆 田子 田子島北西 ＊

020604 東京湾 観音崎 京急ホテル沖 ＊ 030403 相模湾 葉山 長者ヶ崎　尾が島西 ＊ 050309 西伊豆 田子 田子島北側 ＊

010501 千葉 富浦 丸根 ＊ 020605 東京湾 観音崎 大根北 ＊ 050310 西伊豆 田子 メガネ岩前 ＊

010502 千葉 富浦 赤根北部 ＊ 020606 東京湾 観音崎 大根西 ＊ 030502 相模湾 葉山 芝崎南 ＊ 050311 西伊豆 田子 田子白崎前 ＊

010503 千葉 富浦 赤根南部 ＊ 020607 東京湾 観音崎 大根南 ＊ 030503 相模湾 葉山 芝崎北 ＊ 050312 西伊豆 田子 田子別荘下 ＊

010504 千葉 富浦 古根宮出し北 ＊ 020608 東京湾 観音崎 大根 ＊ 030504 相模湾 葉山 森戸名島北側 ＊ 050313 西伊豆 田子 尊乃島沖 ＊

010505 千葉 富浦 古根宮出し南 ＊ 020609 東京湾 観音崎 大根南東 ＊ 030505 相模湾 葉山 森戸名島西沖 ＊ 050314 西伊豆 田子 カカリ根 ＊

010506 千葉 富浦 一ッ根定置北側 ＊ 020610 東京湾 観音崎 大根東 ＊ 030506 相模湾 葉山 森戸名島南側 ＊

010507 千葉 富浦 一ッ根定置南側 ＊ 020611 東京湾 観音崎 灯台下 ＊ 030507 相模湾 葉山 森戸名島東 ＊ 050801 西伊豆 戸田 戸田湾赤鳥居前 ＊

030508 相模湾 葉山 森戸割島南改 ＊

010201 千葉 岩井 中根 ＊ 020701 東京湾 鴨居 ひとつ出し沖漁礁群 ＊ 030509 相模湾 葉山 森戸コ根 ＊ 060201 内浦湾 古宇 古宇沖根 ＊

010202 千葉 岩井 クボ根 ＊ 020702 東京湾 鴨居 ナガ根 ＊ 030510 相模湾 葉山 沖のマツエ出し ＊ 060202 内浦湾 西浦 ワラサ根 ＊

010203 千葉 岩井 新根 ＊ 020703 東京湾 鴨居 ナガ根沖 ＊ 030511 相模湾 葉山 あぶずるの鼻 ＊ 060203 内浦湾 西浦 西浦選果場前 ＊

010204 千葉 岩井 ボラ瀬富出し ＊ 020704 東京湾 鴨居 香山根沖大穴 ＊ 060204 内浦湾 木負 長井崎前 ＊

010205 千葉 岩井 八磯沖の根 ＊ 020705 東京湾 鴨居 沖の香山根東 ＊ 040101 東伊豆 真鶴福浦 サボテンランド下 ＊ 060205 内浦湾 木負 淡島ホテル前 ＊

010206 千葉 岩井 中根沖漁礁 ＊ 020706 東京湾 鴨居 沖の香山根北側 ＊ 040102 東伊豆 真鶴福浦 大浜東沖 ＊ 060206 内浦湾 木負 赤崎灯台前 ＊

040103 東伊豆 真鶴福浦 大浜西沖 ＊ 060207 内浦湾 木負 赤崎西部 ＊

010401 千葉 保田 元名沖根 ＊ 020707 東京湾 久里浜 大塚根 ＊ 040104 東伊豆 真鶴福浦 ダイバーポイント東 ＊ 060208 内浦湾 木負 淡島ホテル北 ＊

010402 千葉 保田 二間島 ＊ 020708 東京湾 久里浜 笠島 ＊ 040105 東伊豆 真鶴福浦 福浦漁港前 ＊ 060209 内浦湾 古宇 長根西部 ＊

010403 千葉 保田 平島 ＊ 040106 東伊豆 真鶴福浦 湯河原高校前 ＊ 060210 内浦湾 古宇 長根中央 ＊

010404 千葉 保田 平島南沈船 ＊ 020801 三浦海岸 野比 サク根 ＊ 040107 東伊豆 真鶴福浦 三石沖 ＊ 060211 内浦湾 古宇 長根東部 ＊

010405 千葉 保田 ヒヤガリ根北部 ＊ 020802 三浦海岸 野比 三つ磯 ＊ 040108 東伊豆 真鶴福浦 大黒崎沖漁礁 ＊ 060212 内浦湾 木負 淡島西 ＊

010406 千葉 保田 ヒヤガリ根南部 ＊ 020803 三浦海岸 野比 今根西 ＊ 040109 東伊豆 真鶴福浦 亀ヶ崎沖深場 ＊ 060213 内浦湾 木負 淡島へそ前漁礁 ＊

020804 三浦海岸 野比 今根東 ＊ 060214 内浦湾 足保 禁漁区沖西部 ＊

020805 三浦海岸 野比 イラ根 ＊ 040301 東伊豆 伊豆多賀 マック前 ＊ 060215 内浦湾 足保 禁漁区沖東部 ＊

020806 三浦海岸 野比 カサゴ根 ＊ 040302 東伊豆 伊豆多賀 赤根赤鳥居前 ＊

020301 東京湾 大津 カゴオトシ南 ＊ 040303 東伊豆 伊豆多賀 赤根崎沖漁礁 ＊ 060301 内浦湾 我入道 ヒイチ根 ＊

020302 東京湾 大津 下の瀬根 ＊ 020901 三浦海岸 三浦海岸 投石 ＊ 040304 東伊豆 伊豆多賀 戸又港沖漁礁跡 ＊ 060302 内浦湾 静浦 磯ヶ根 ＊

020303 東京湾 大津 富士山出し西 ＊ 020902 三浦海岸 三浦海岸 沖の根 ＊ 060303 内浦湾 静浦 静浦漁港瓜島前 ＊

020304 東京湾 大津 富士山出し東 ＊ 020903 三浦海岸 三浦海岸 鯖根 ＊ 040401 東伊豆 宇佐美 大崎前漁礁 ＊

020305 東京湾 大津 中根 ＊ 020904 三浦海岸 三浦海岸 根先（ねさき） ＊

020306 東京湾 大津 武山出し ＊ 020905 三浦海岸 三浦海岸 ホウロク根 ＊ 040501 東伊豆 伊東 カメヤホテル前 ＊

020307 東京湾 大津 五ッ根 ＊ 020906 三浦海岸 三浦海岸 カカリ根 ＊ 040502 東伊豆 伊東 伊東港観測塔跡 ＊

020907 三浦海岸 三浦海岸 カカリ根東 ＊ 040503 東伊豆 伊東 マリンタウン前漁礁 ＊

020401 東京湾 伊勢町 スタンド前 ＊ 040504 東伊豆 伊東 白灯台前漁礁 ＊

020402 東京湾 伊勢町 クロベ根南西斜面 ＊ 030601 相模湾 油壺諸磯 諸磯崎前 ＊ 040505 東伊豆 伊東 手石島尾根 ＊

020403 東京湾 伊勢町 クロベ根西 ＊ 030602 相模湾 油壺諸磯 諸磯崎白灯台沖 ＊ 040506 東伊豆 伊東 手石島白根北 ＊

020404 東京湾 伊勢町 クロベ根 ＊ 030603 相模湾 油壺諸磯 油壺マリンパーク下 ＊ 040507 東伊豆 伊東 手石島白根南 ＊

020405 東京湾 伊勢町 クロベ根南 ＊ 030604 相模湾 油壺諸磯 小網代西ノ崎沖 ＊ 040508 東伊豆 伊東 手石島五島根 ＊

020406 東京湾 伊勢町 イガイ根 ＊ 040509 東伊豆 伊東 手石島扇山出し ＊

020407 東京湾 伊勢町 伊勢町横根 ＊ 030301 相模湾 長井佐島 亀城礁横掛根 ＊

020408 東京湾 伊勢町 伊勢町横根南東漁礁 ＊ 030302 相模湾 長井佐島 佐島西沖根 ＊ 40602 東伊豆 川奈 日蓮像前 ＊

020409 東京湾 伊勢町 伊勢町破崎ハシカ根 ＊ 030303 相模湾 長井佐島 佐島岩礁帯北 ＊

020410 東京湾 伊勢町 伊勢町破崎ハシカ根西 ＊ 030304 相模湾 長井佐島 佐島岩礁帯南 ＊

020411 東京湾 伊勢町 伊勢町破崎カナマル瀬 ＊ 030305 相模湾 長井佐島 佐島ツブ根沖 ＊
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