
2006/09/30 土 07：55 

曇り、北よりのごく弱い風があります。 

海岸は穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．５度。 

2006/09/28 木 07：20 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は多少波があります。昨日の南風の名残があるようです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．５度。 

2006/09/27 水 08：35 

曇り、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波があり、波足が長い。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２３．４度。



2006/09/26 火 07：35 

曇り、北東よりのやや強い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度になりましたが、依然波足が長い。潮は澄んできました。 

波打ち際海水温２３．４度。イナダのナブラが昨朝から出るようになりました。 

2006/09/25 月 07：15 

晴れ、弱い北東からの風が吹いています。 

海岸は台風が遠ざかり波がやや高い程度に治まってきましたが波足が長い。 

海岸からの釣りが出来るようになりました。潮は薄濁り、波打ち際海水温２４．３度。 

2006/09/24 日 07：20 

晴れ、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は台風の影響で、依然波が高い。 

潮は薄い濁りがあります。



2006/09/23 土 06：30 

曇り、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は台風からのウネリが昨夜から入り、波が高くなってきました。 

海岸からの釣りは危険で無理です。潮は澄んでいるほうです。 

2006/09/22 金 07：35 

曇り、北東からのごく弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度で、まだ台風の影響は出てないようです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．２度。 

2006/09/21 木 07：10 

曇り、北東からの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２４．５度。



2006/09/20 水 07：40 

北東よりのごく弱い風があり、雲一つなく良く晴れたさわやかな天気です。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２５．５度。 

2006/09/19 火 06：20 

晴れ、南よりの強い風が吹いています。 

海岸は多少波があり、風の影響で波立っています。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２５．５度。 

2006/09/18 月 07：05 

雨、時折強く降ってきます。風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．３度。



2006/09/17 日 07：40 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波は多少ある程度で小さいほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．４度。 

2006/09/16 土 07:20 

晴れ、北東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．６度。 

2006/09/15 金 07：25 

曇り、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．４度。



2006/09/14 木 07：45 

雨、北東よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかほうで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．４度。 

2006/09/13 水 09：00 

曇り、北東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波はここ数週間の間で最も小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．７度。 

2006/09/12 火 06：20 

曇り、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．２度。



2006/09/11 月 07：30 

明け方は雷と小雨が降っていましたが現在は晴れ、東寄りのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さいほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．３度。 

2006/09/10 日 07：30 

晴れ、南東からのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい日が続いています。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２７．４度。 

2006/09/09 土 07：30 

薄曇り、風はほとんど無く、蒸し暑い。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．０度。 

平ソーダが回遊していますがここ２，３日早朝は数が少なく遅い時間の方が良い様です。



2006/09/08 金 07：25 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．２度。 

サーフトローリングは平ソーダがポツポツ釣れています。 

2006/09/07 木 07：25 

曇り、北東よりのごく弱い風があります。 

海岸は台風の影響が消え穏やかなになり波は小さくなりました。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．４度。 

2006/09/06 水 07：15 

曇りですが、今にも雨が降り出しそうな空模様です。北よりのごく弱い風があります。 

海岸の波はやや高い程度まで治まってきています。 

潮は澄んでいるほうです。



2006/09/05 火 07：10 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は台風の影響で依然波が高い状況です。 

昨夕は西湘 BP 橋桁を越え防波堤近くまで波が来たようです。 

2006/09/04 月 08：55 

晴れ、東寄りのやや強い風が吹いています。 

海岸は台風 12 号の影響で波が高く西湘 BP 橋桁まで届く波もあります。 

海岸からの釣りは控えた方がよいでしょう。潮は澄んでいるほうです。 

2006/09/03 日 07：50 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は台風のウネリで波がやや高い。 

潮は澄んでいるほうです。



2006/09/02 土 08:15 

晴れ、南よりの弱い風が吹いています。 

海岸は台風からのウネリが入り波がやや高くなってきました。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温２５．５度。良型の平ソーダが釣れています。 

2006/09/01 金 08：10 

小雨。北よりのごく弱い風が吹いています。海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２５．４度。 

今朝はサーフトローリングやジグで型の良い平ソーダ釣れていました。 
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2006/08/31 木 07：20 

晴れ、風はほとんどありません。海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２６．４度。 

今朝サーフトローリングやジグで鯖が多数釣れています。 

2006/08/30 水 07：20 

曇り、風はほとんどありません。海岸は多少波がある程度で小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２５．２度。 

ソーダガツオが接岸してきました。型は 30～40 センチ。 

2006/08/26 土 05：25 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２６．５度。



2006/08/25 金 07：20 

曇り、東よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２６．０度。 

2006/08/24 木 07：35 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度です。潮は薄い濁りが入っています。 

波打ち際海水温２６．１度。この時間までシロキスの釣果 1～4 尾。 

2006/08/23 水 07：35 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２６．３度。



2006/08/22 火 07：15 

曇り、東よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２６．２度。 

2006/08/21 月 07：35 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温２７．３度。 

2006/08/20 日 07：35 

曇り、風はほとんどなく蒸し暑い。 

海岸は久しぶりに穏やかになり波は小さい。 

潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温２６．２度。



2006/08/19 土 07：15 

晴れ、風がほとんどなく暑い。 

海岸は多少波がある程度に治まりました。 

潮はごく薄い濁りが入っています。波打ち際海水温２６．０度。 

2006/08/18 金 07：10 

晴れ、南よりのごく弱い風が吹いています。 

台風は遠ざかりましたが、海岸はウネリが残り波がやや高いが、海岸からの釣りが出来る様になりました。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温２５．３度。 

2006/08/17 木 06：55 

６時過ぎまで雨が降っていましたが現在は曇り、東よりのやや強い風が吹いています。 

海岸は台風からのうねりがまだ残り、波が高いが昨日より小さい波が増えてきました。 

潮は薄い濁りがあります。



2006/08/16 水 07：30 

明け方に雨が降りましたが現在は曇っており風はほとんどありません。 

海岸は台風からのうねりで波が高い状況が続いています。 

潮は濁りが入っています。 

2006/08/15 火 07：20 

晴れ、北東からのやや強い風が吹いています。 

海岸は台風１０号の影響で波が高い。 

海岸からの釣りは無理です。潮は濁っています。 

2006/08/14 月 07：20 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は台風 10 号の影響でうねりが入り波がやや高い。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温２５．０度。



2006/08/13 日 07：05 

曇り、風はほとんどありません。昨夕は激しい雷雨がありました。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２４．６度。 

2006/08/12 土 07：15 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温２５．３度。 

2006/08/11 金 07：40 

曇り、風はほとんどなく蒸暑い。 

海岸は多少波があり、まだうねりが残っています。 

潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温２５．２度。



2006/08/10 木 07：10 

台風は三陸沖に遠のき、晴れて暑い。東寄りのごく弱い風が吹いています。 

海岸はウネリが残り、波がやや高いが、釣りが出来る状況になってきました。 

潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温２５．４度。 

2006/08/09 水 06：35 

雨、北東からの風が吹いています。 

海岸は台風７号の影響で波が高く、 

潮も濁っています。 

2006/08/08 火 06：35 

雨、風はほとんどありません。海岸は台風の影響で波が高くなっており、 

大きいときは西湘バイパス橋桁を越えていますので釣りは無理です。 

潮は濁りが入っています。波打ち際海水温２３．４度。



2006/08/07 月 05：35 

曇り、今日も日中は晴れて暑くなるようです。北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は台風７号のウネリが入り波がやや高くなっています。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２３．３度 

2006/08/06 日 07：05 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２４．１度。 

2006/08/05 土 07:00 

晴れ、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２３．３度



2006/08/04 金 08：00 

晴れ、風はほとんどありません。日差しが強く暑い。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２４．３度。 

2006/08/03 木 07：20 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２３．２度。 

2006/08/02 水 07：20 

曇り、涼しい日が続いています。、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで波は小さい。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２３．４度。回遊魚（ワカシ）はここ数日不調です。



2006/08/01 月 07：15 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２３．６度。



2006/07/31 月 07：10 

ようやく梅雨が明けました。今朝は曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．２度。 

2006/07/30 日 07：15 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２５．１度。 

2006/07/29 土 07:05 

晴れ、北東からのごく弱い風が吹いています。 

海岸の波は多少ある程度で小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温度２５．５度。



2006/07/28 金 07：10 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波は多少ある程度で小さい。 

潮は澄んでいます。 

2006/07/27 木 07：30 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度で小さい。潮は澄んでいます。 

釣況はシロキスが１０尾前後、ワカシがボツボツ。 

2006/07/26 水 07：30 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。 

潮は澄んでいます。



2006/07/22 土 07：10 

霧雨、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/21 金 07：15 

小雨、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮は澄んでいます。 

2006/07/20 木 07：20 

昨日は昼ごろまで強い雨が降りました。今朝は曇りで北東からの弱い風が吹いています。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮はごく薄い色がついています。



2006/07/19 水 07：40 

雨、東寄りの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度です。 

雨が可成り降りましたが濁りが入らず潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/18 火 07：10 

雨、風はほとんどありません。 

海岸の波は久しぶりに穏やかなりました。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/17 月 07：00 

曇り、東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度ですが偶にやや高い波もうっています。 

潮は澄んでいるほうです。



2006/07/16 日 07：20 

朝方は曇っていましたが今は晴れて、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度に治まりそうです。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/15 土 07:20 

晴れ、今朝も暑い！東よりの弱い風が吹いています。 

海岸の波はやや高い状況が続いています。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/14 金 07：10 

晴れ、蒸し暑い日が続いています、風はほとんどありません。 

海岸の波は依然やや高い。 

潮はごく薄い濁りが入っています。



2006/07/13 木 07：05 

曇り、南西からの弱い風が吹いています。 

海岸の波はやや高い。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/12 水 07：45 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波がまたやや高くなりました。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/11 火 07：15 

曇り、南よりの風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度に治まりそうです。 

潮は澄んでいるほうです。



2006/07/10 月 07：05 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波が高い状況が続いています。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/09 日 11：35 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度です。 

潮は濁りが入っています。 

2006/07/08 土 07：10 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。昨日よりは小さくなりました。 

潮は澄んでいるほうです。



2006/07/07 金 07：10 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。(昨夜に浜中手前までの高い波が打ったようです。） 

潮はやや薄い濁りが入っています。 

2006/07/06 木 07：20 

曇り、北東からの風が吹いています。 

海岸は多少波があります。 

潮はやや薄い濁りが入っています。 

2006/07/05 水 07：10 

雨、風はほとんどありません。 

海岸の波は穏やかで小さい。 

潮は澄んでいるほうです。 

日中は強い雨になりました。



2006/07/04 火 07：10 

曇り、時々日が差します。風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/03 月 07：05 

晴れ、東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで多少波がある程度です。 

潮は澄んでいるほうです。 

2006/07/02 日 07：10 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。 

日中は南風が強まり、またかなりの雨が降りました。



2006/07/01 土 07:10 

曇り、朝方は南西の風で、現在は東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかなほうで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。 
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