
 

2006/12/31 日 08：40 

ごく弱い北よりの風があり穏やかに晴れています。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．５度。 

  
 

2006/12/30 土  08：05 

ここ数日風の強い日が続いています。今朝は快晴で北西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。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．４度。 

  
 

2006/12/29 金 08：00 

昨日は強い風が吹き荒れましたが、今朝は晴れで弱い西よりの風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１６．３度。 

ｖ  



 

2006/12/28 木 08：00 

晴れ、南西からの弱い風が吹いています。 

昨日大荒れの海岸は多少波がある程度に治まってきました。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温１６．９度。 

  
 

2006/12/27 水 07：45 

昨日から 1 日中降り続いた雨はあがり晴れています。風はほとんどありません。 

低気圧通過の影響で海岸は時化ており波が非常に高い。潮は濁っています。 

波打ち際海水温度は計測不能。西湘 BP は国府津～小田原間が通行止めになっています。 

  
 

2006/12/26 火 08：00 

風はほとんどありませんが、やや強い雨が降っています。 

海岸は多少波があります。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１６．３度。 

  



 

2006/12/25 月 07：45 

曇り、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある日が続いており、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．５度。 

  
 

2006/12/24 日 07：50 

晴れ、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波があり、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．４度。 

  
 

2006/12/23 土  07:55 

久しぶりに朝から陽が出ていて、よく晴れています。 

海岸は北よりの弱い風が吹いており多少波があります。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１６．７度。 

  



 

2006/12/22 金 07：50 

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。波打ち際海水温１６．８度。 

  
 

2006/12/21 木 07：40 

曇り、北よりの冷たく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波は小さく潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．８度。 

  
 

2006/12/20 水 07：40 

曇り、北よりの弱い風が吹いていて今朝も寒い。 

海岸は穏やかで波は小さく潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．３度。 

  



 

2006/12/19 火 07：45 

風はほとんど無く曇り。時たま雲の合間から太陽が顔を覗かせていますが寒い朝です。 

海岸は穏やかで波は小さく潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１７．０度。 

  
 

2006/12/18 月 08：15 

晴れ、北よりのごく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１７．４度。 

  
 

2006/12/17 日 09：05 

曇り、南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ほうです。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１７．６度。 

  



 

2006/12/16 土  07：35 

水平線上に雲がありますが晴れています。北西からのごく弱い風があります。 

海岸は穏やかで波は小さいほうで、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１７．８度。 

  
 

2006/12/15 金 07：45 

昨夜からの雨は止み現在はどんよりとした曇り空です。 

北東からの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波は小さく潮は澄んでいます。波打ち際海水温１７．６度。 

  
 

2006/12/14 木 07：40 

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が多少ある程度です。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１７．５度。 

  



 

2006/12/13 水 07：45 

久しぶりに朝から日が射し良く晴れています。風はほとんどありません。 

海岸は多少波があって、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１７．５度。 

  
 

2006/12/12 火 07：35 

曇り、北よりの冷た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１７．６度。 

  
 

2006/12/11 月 07：40 

曇り、弱い北東の風が吹いています。 

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１７．６度。 

  



 

2006/12/10 日 07：40 

ぐつついた天気が続いていて今朝は曇りで、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温１８．０度。 

晴れ間が出たり雨が降ったりと不順な天候でした。 

  
 

2006/12/09 土  07：35 

風はほとんどありませんが、厚い雲に覆われ冷たい雨が降っています。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１８．１度。 

  
 

2006/12/08 金 07：35 

北東の風が吹いており、空は厚い雲に覆われていて今にも雨が降り出すような天候です。 

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１８．２度。 

  



 

2006/12/07 木 07：40 

曇り、南西の風が吹いています。 

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１８．２度。 

  
 

2006/12/06 水 07：30 

北よりの冷たい風が吹いており、やや雲が多いが晴れています。 

海岸は穏やかで、波は小さいほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１８．１度。 

  
 

2006/12/05 火 07：40 

晴れ、北よりの冷たい弱い風が吹いています。 

この冬一番の寒い朝です。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１８．３度。 

  



 

2006/12/04 月 08：15 

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１８．７度。 

  
 

2006/12/03 日 07：40 

昨日は夕方まで強い南西の風が吹きました。 

今朝は風はほとんど無く晴れています。 

海岸は穏やかで波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温１８．８度。 

  
 

2006/12/02 土  07：30 

晴れ、北よりのごく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１８．８度。 

  



 

2006/12/01 金 06：55 

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１８．７度。 

  

 



 

2006/11/30 木 08：00 

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１９．１度。 

  
 

2006/11/29 水 08：35 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度にまで治まってきました。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１９．２度。 

  
 

2006/11/28 火 08：00 

やや強い東よりの風が吹いていて曇り。 

海岸は波がやや高く、潮は薄い濁りが入っています。 

波打ち際海水温１９．３度。 

  



 

2006/11/27 月 07：45 

曇り、昨夜からの雨は止み、今は曇り。 

低気圧通過の影響で海岸は波が高い。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１９，７度。 

  
 

2006/11/26 日 11：20 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで、波は小さいほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１９．７度。 

  
 

2006/11/25 土  08：00 

晴れ、北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。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１９．４度。 

  



 

2006/11/24 金 09：00 

昨夕からの雨は上がり晴れてきました。北東～東よりの風が吹いています。 

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１９．４度。 

  
 

2006/11/23 木 07：35 

曇り、北東よりの冷たい風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１９．５度。 

  
 

2006/11/22 水 07：40 

晴れ、北西からのごく弱い風があります。 

海岸は穏やかになり、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１９．７度。 

  



 

2006/11/21 火 07：50 

薄曇りで風はほとんどありません。 

昨日は波が高く、西湘バイパス国府津・小田原間が車線規制になりましたが、今朝の海岸は波がやや高い

程度にまで治まってきました。潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１９．８度。 

  
 

2006/11/20 月 07：35 

北よりの弱い風があり、弱い雨が降っています。 

海岸は低気圧通過の影響で波が高く、たまに西湘 BP 橋桁まで波が打ち寄せています。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温１９．９度。 

  
 

2006/11/19 日 07：35 

北よりのごく弱い風があり、雲が多く時たま雨がぱらつています。 

海岸は穏やかで波は小さく、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１９．８度。 

  



 

2006/11/18 土  06：40 

晴れ、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１９．８度。 

  
 

2006/11/17 金 07：55 

曇り、北からの弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波は小さいく潮は澄んでいます。波打ち際海水温２０．６度。 

昨夕と今朝、サーフからワラサが釣れています。 

  
 

2006/11/16 木 07：35 

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。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２０．６度。 

  



 

2006/11/15 水 07：35 

晴れ、弱い東よりの風が吹いています。 

昨日の日中に強い南西の風が吹いた影響か、海岸は多少波があります。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２０．９度。 

  
 

2006/11/14 火 07：30 

晴れ、弱い西よりの風が吹いています。 

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２０．８度。 

  
 

2006/11/13 月 07：30 

晴れ、北西から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２０．６度。 

  



 

2006/11/12 日 07：35 

晴れ、風はほとんどありません。 

昨日の夕方は高い波が打っていましたが、今朝の海岸は穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２１．１度。 

  
 

2006/11/11 土 07：35 

風はほとんどないが、本降りの雨が降っており時どき稲妻が走り雷も鳴っています。 

海岸の波は穏やかなほうで、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２１．６度。 

  
 

2006/11/10 金 07：45 

晴れ、東よりの弱い風が吹いています。 

海岸は多少波があります（沖の風の余波がある様子です）。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２１．６度。 

  



 

2006/11/09 木 07：30 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があり、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温２１．７度。 

  
 

2006/11/08 水 07：25 

晴れ、北よりのひやりとした弱い風が吹いています。 

昨日は強い風が吹き荒れましたが今朝の海岸は多少波がある程度です。 

波打ち際海水温２０．６度。 

  
 

2006/11/07 火 08：05 

朝方までの雨は止み現在は曇り、 

南西からのやや強い風が吹いており海岸は波がやや高い。 

波打ち際海水温２１．６度。 

  



 

2006/11/06 月 07：25 

うす曇、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで波は小さいほうです。 

波打ち際海水温２１．３度。 

  
 

2006/11/05 日 16：30 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。 

波打ち際海水温２２．２度。 

  
 

2006/11/04 土 07：20 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温２１．５度。 

朝の釣況：近いポイントで小型のシロキスがぽつぽつ釣れています。 

  



 

2006/11/03 金 07：40 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで、波が多少ある程度で小さい。波打ち際海水温２１．６度。 

朝の釣況：サーフトローリングで 50 センチ前後のシイラ数匹。平ソーダはもう少し遅い時間の様です。 

  
 

2006/11/02 木 07：35 

曇り、北東からのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで、波は小さいほうです。潮は澄んでいます。波打ち際海水温２１．６度。 

朝の釣況：サーフトローリングで小型のシイラ数匹 

  
 

2006/11/01 水 07：30 

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すが、多少波があります。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２１．５度。 

  



 



 

2006/10/31 火 07：30 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やかで波は小さく、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２１．５度。 

  
 

2006/10/30 月 07：55 

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ほうです。 

波打ち際海水温２２．２度。 

  
 

2006/10/29 日 07：40 

深夜からの雨は止み今は曇り、北東からのごく弱い風が吹いています。 

海岸に波は穏やかなほうで、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２２．３度。 

  



 

2006/10/28 土  07：25 

薄曇り、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、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２２．４度。 

  
 

2006/10/27 金 08：40 

うす曇、北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。 

潮は澄んでいます。 波打ち際海水温２２．５度。 

  
 

2006/10/26 木 07：25 

風はほとんど無く、曇り。 

海岸は穏やかで波は小さく潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２２．２度。 

  



 

2006/10/25 水 07：35 

雲は多いが晴れ、北東からの風が吹いています。 

海岸は久しぶりに穏やかな小さい波になりました。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２２．０度。 

  
 

2006/10/24 火 07：40 

昨夜からの雨は朝方には止んで現在は曇り、北よりのやや強い風が吹いていて寒く感じます。 

海岸の波は穏やかなほうになり、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２１．８度。 

  
 

2006/10/23 月 07：25 

北よりの弱い風が吹いており、雨がしとしと降っています。 

海岸は多少波があり、時にはやや高い波が打ち寄せています。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２２．４度。 

  



 

2006/10/22 日 07：40 

風はほとんどなく、曇っています。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２１．６度。 

  
 

2006/10/21 土  07：30 

風はほとんど無く、薄曇りの天候が朝方は続いております。 

海岸の波は穏やかで、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温２１．５度。 

  
 

2006/10/20 金 07：40 

うす曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波は穏やかなほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２１．９度。 

  



 

2006/10/19 木 07：25 

薄曇り、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。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２１．６度。 

  
 

2006/10/18 水 07：25 

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、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温２２．４度。 

  
 

2006/10/17 火  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に治まってきました。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２２．４度。 

  



 

2006/10/16 月 07：35 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は台風 18 号のうねりで波が高い。 

西湘バイパスが高波走行注意になっています。潮は薄濁り。 

  
 

2006/10/15 日 07：30 

曇り、北東からの弱く冷たい風が吹いています。 

海岸は台風の影響により波がやや高い状況が続いています。 

潮は澄んでいるほうです。 

  
 

2006/10/14 土 07：15 

曇り、北東からのごく弱い風が吹いており肌寒い朝です。 

海岸の波は、台風からのうねりを伴ないやや高い。 

潮はやや薄い濁りが入っています。 

  



 

2006/10/13 金 07：35 

晴れ、風はほとんどなくさわやかな秋晴れです。 

海岸は台風 18 号のうねりが入りはじめ、波がやや高い。 

潮は澄んでいるほうです。 

  
 

2006/10/12 木 07：00 

晴れ、北よりのごく弱い風があります。 

海岸は沖の風の余波が多少入っていますが穏やかで波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．７度。 

  
 

2006/10/11 水 07：20 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は多少波がある程度で小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．２度。 

  



 

2006/10/10 火 07：10 

晴れ、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ってきました。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２３．４度。 

  
 

2006/10/09 月 07：05 

晴れ、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。波打ち際海水温２３，７度。 

昨日９時頃、浜辺にイノシシが出没、びっくりしました。 

  
 

2006/10/08 日 09：30 

晴れ、北よりのごく弱い風が吹いています。 

さわやかな天気ですが、海岸は依然波がやや高く波足が長い。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２３，４度。 

  



 

2006/10/07 土  07：15 

発達した低気圧が去り伊豆大島、利島までくっきり見えています。 

薄曇り、北よりの弱い風が吹いています。海岸は波がやや高く、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温２４．８度。 

  
 

2006/10/06 金 07：20 

低気圧の影響で北東よりの風が強く、雨の降りも強い。 

海岸は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２４．５度。 

  
 

2006/10/05 木 07：05 

雲が多く、時折雨がぱらつきます。風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温２４．４度。 

   



 

2006/10/04 水 07：20 

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ます。台風が 2 個発生したようです。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温２４．８度。 

  
 

2006/10/03 火 07：05 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波は穏やかなほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．７度。 

  
 

2006/10/02 月 07：10 

雨、北よりのごく弱い風があります。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．７度。 

  



 

2006/10/01 日 07：10 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸の波は穏やかなほうで小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温２４．７度。 
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