
 

2007/03/31 土 08：30 

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、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．８度。 

  

 

2007/03/30  金 07：40 

雨が強まってきました。風はほとんどありません。 

海岸は多少波がある程度で、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．８度。 

  

 

2007/03/29 木  10:00 

曇り、南よりのやや強い風が吹いています。 

海岸は波が多少高い。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．０度。 

  



 

2007/03/28 水 07：20 

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１５．９度。 

  

 

2007/03/27 火 07：10 

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程度に治まりました。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．６度。 

  

 

2007/03/26 月 07：30 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は波がやや高く、潮は薄い濁りがあります。 

波打ち際海水温１５．８度。 

  



 

2007/03/25 日 11：35 

朝は雨と風が強かったが現在は曇り、南よりの風が吹いています。 

海岸は時化て波が高い。潮は濁っています。 

波打ち際海水温１６．０度。 

  

 

2007/03/24 土  07：35 

薄曇り､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。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．５度。 

  

 

2007/03/23 金 07：30 

晴れ、風はほとんどなく寒さも緩んできたようです。 

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１５．３度。 

  



 

2007/03/22 木 07：30 

薄曇り、北よりのごく弱い風があります。 

海岸は多少波がある程度で穏やかです。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．０度。 

  

 

2007/03/21 水 08：05 

晴れ、東よりのごく弱い風があります。 

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１５．４度。 

  

 

2007/03/20 火 07：40 

曇り、東よりのごく弱い風があり今朝も寒い。 

海岸は多少波がある程度です。潮は濁りがとれ澄んできました。 

波打ち際海水温１５．２度。 

  



 

2007/03/19 月 07：40 

曇り、北よりのごく弱い風があって寒い。 

海岸は多少波がある程度です。潮はごく薄い濁りがあります。 

波打ち際海水温１５．２度。 

  

 

2007/03/18 日 07：50 

晴れ、東～北東からの冷たい風が吹いています。 

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１５．１度。 

  

 

2007/03/17 土  07:40 

北よりの弱い風があり、曇りで小雪がぱらついています。 

海岸は多少波がある程度です。潮はごく薄い濁りが入っているようです。 

波打ち際海水温１５．５度。 

  



 

2007/03/16 金 07：40 

東よりのごく弱い風があり、どんよりとした曇り空です。 

海岸の波は小さいほうで、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  

 

2007/03/15 木 07：40 

晴れ、北よりの弱い風があります。 

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１６．0 度。 

  

 

2007/03/14 水 07：50 

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なりました。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．９度。 

  



 

2007/03/13 火 07：45 

南にうす雲があるが晴れ模様、風はほとんどないが空気は冷たい。 

海岸の風波の残りがありますが小さくなってきました。 

潮はごく薄い濁りがあります。 

  

 

2007/03/12 月 07：30 

晴れ、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は波がやや高く、潮は薄い濁りがあります。 

波打ち際海水温１６．１度。 

  

 

2007/03/11 日 08：50 

雨、東よりのやや強い風が吹いています。 

海岸は波がやや高く、潮は濁りが入ってきました。 

波打ち際海水温１６．５度。 

  



 

2007/03/10 土 08：00 

晴れ、北よりのごく弱い風があります。 

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１６．５度。 

  

 

2007/03/09 金 07：55 

晴れ、弱い北よりの冷たい風があります。 

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１６．８度。 

  

 

2007/03/08 木 07：55 

晴れ、風はほとんどありませんが空気はひんやりとしています。 

海岸は穏やかになり波は小さくなってきました。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１６．７度。 

  



 

2007/03/07 水  07:50 

雲が多いが今は合い間から陽が射し晴れています。 

東よりの冷たい風が吹いています。海岸は波がやや高い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１６．２度。 

  

 

2007/03/06 火 07：55 

雲が広がっていて、時折雲の切れ間から薄日が射し込んでいます。 

風はほとんどありませんが海岸は波が高く波元は揉んでいます。 

潮は薄い濁りが入っています。波打ち際海水温１６．７度。 

  

 

2007/03/05 月 08：00 

曇り、南西の風が吹いています。 

海岸は波がやや高く、風のため波立っています。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１６．６度。 

  



 

2007/03/04 日 08：00 

晴れ、北西よりのごく弱い風があります。 

海岸は波がやや高い日が続いています。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１６．４度。 

  

 

2007/03/03 土  07:55 

曇り、風はほとんどありません。 

海岸は波がやや高い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  

 

2007/03/02 金  08:00 

薄雲がありますが晴れていて、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があり波足が長い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．９度。 

  



 

2007/03/01 木 08：05 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は今朝も波がやや高い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１６．１度。 

  

 



 

2007/02/28 水 07：55 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は多少波があります。波がやや大きい状況が１週間ほど続いています。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１５．４度。 

  
 

2007/02/27 火 07：50 

晴れで寒い朝です。北西からのごく弱い風があります。 

海岸は波がやや高い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．０度。 

  
 

2007/02/26 月 07：55 

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日が続いています。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１４．５度。 

  



 

2007/02/25 日 10：05 

晴れ、東よりの強い風が吹いています。 

海岸は多少波があり風が強く釣にくく寒い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１４．９度。 

  
 

2007/02/24 土  08:00 

晴れ、北よりの弱い風が吹いています。 

海岸は波が多少高く、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  
 

2007/02/23 金 07：50 

北よりのごく弱い風があり、小雨。 

海岸の波は多少高く、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  



 

2007/02/22 木 07：45 

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、潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  
 

2007/02/21 水 07：50 

晴れ、風はほとんどありません。 

海岸は穏やかで、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１５．７度。 

    
 

2007/02/20 火 08：15 

東よりのごく弱い風があり、どんよりとした曇り空で小雨がぱらついています。 

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１５．５度。 

  



 

2007/02/19 月 07：50 

曇り、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１５．４度。 

  
 

2007/02/18 日 08：00 

風はほとんどなく、やや強い雨が降っています。 

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１５．３度。 

  
 

2007/02/17 土 08：05 

北よりのごく弱い風があり、晴れたり曇ったりの天気です。 

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１４．９度。 

  



 

2007/02/16 金 07：35 

２日続いて強い風が吹き荒れました。今朝は風がなく雲一つなく良く晴れています。 

海岸は穏やかになり、波は多少ある程度で小さくなりました。 

潮は澄んできました。波打ち際海水温１５．０度。 

  
 

2007/02/15 木 07：40 

晴れ、西よりのやや強い風が吹いています。 

海岸は波がやや高く、潮は薄い濁りが入りました。 

波打ち際海水温１６．１度。 

  
 

2007/02/14 水 07：40 

昼頃から南風が強まる予報が出ていますが、現在は風はほとんど無く雨が降っています。 

海岸は穏やかで波はたいへん小さく、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．８度。 

  



 

2007/02/13 火 07：55 

北西のごく弱い風があり、雲が多いが晴れ間があります。 

海岸は穏やかで波はたいへん小さく、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．７度。 

  
 

2007/02/12 月 08：00 

北よりのごく弱い風があり、雲一つなく良く晴れています。 

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１６．１度。 

  
 

2007/02/11 日  07:40 

風はほとんど無く良く晴れています。 

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１６．０度。 

  



 

2007/02/09 金 07：55 

東よりのごく弱い風があり、曇っています。 

海岸は穏やかで波は極めて小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１５．３度。 

  
 

2007/02/08 木 08：00 

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 14．8 度。 

  
 

2007/02/07 水 07：50 

風はほとんど無く朝曇りの様子です。 

海岸は穏やかな日が続いており波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１５．３度。 

  



 

2007/02/06 火 07：55 

風はほとんど無く今日も晴れの良い天気です。 

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１５．４度。 

  
 

2007/02/05 月 08：05 

風はほとんど無く、晴れの日が続いています。 

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１５．４度。 

  
 

2007/02/04 日 08：00 

昨夜は強い風が吹きましたが今朝は東寄りの弱い風が吹いています。 

今日も晴れて良い天気です。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１５．７度。 

  



 

2007/02/03 土  07：50 

北よりのごく弱い風があり寒い朝ですが、雲一つなく良く晴れています。 

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１５．４度。 

  
 

2007/02/02 金 08：00 

昨日の日中は西よりの強い風が吹きましたが今朝はほとんど風が無く晴れています。 

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１５．３度。 

  
 

2007/02/01 木  07：50 

晴れ、北よりの冷たい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１５．８度。 

  



 



 

2007/01/31 水 07：40 

晴れ、北よりの弱い風があります。 

海岸は穏やかで波は小さいほうです。 

潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温１６．０度。 

  
 

2007/01/30 火 06：50 

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極めて小さい。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．７度。 

  
 

2007/01/29 月 07：50 

東よりのごく弱い風があり曇っています。 

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１６．１度。 

  



 

2007/01/28 日 08：00 

北よりのごく弱い風があり、薄曇り。 

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１６．０度。 

  
 

2007/01/27 土  07：55 

南から南西の弱い風が吹いており晴れています。 

海岸は波座があり多少波があります。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１６．４度。 

  
 

2007/01/26 金 07：50 

北よりのごく弱い風があり、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１６．２度。 

  



 

2007/01/25 木 07：50 

北西からのごく弱い風があり、薄曇り。 

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１５．９度。 

  
 

2007/01/24 水 07：35 

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１６，５度。 

  
 

2007/01/23 火 07：.35 

北西からのごく弱い風があり晴れています。 

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１５．７度。 

養浜工事が始まりました。 

  



 

2007/01/22 月 07：45 

風はほとんど無く、小雨がぱらついています。 

海岸は穏やかで波は小さいほう、潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１４．８度。 

  
 

2007/01/21 日 08：10 

東寄りのよわい風があり、薄い雲に覆われています。 

海岸の波は多少ある程度で小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１４．７度。 

  
 

2007/01/20 土  08：00 

風はほとんどなく曇っていて寒い朝です。 

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１４．８度。 

  



 

2007/01/19 金 08：00 

晴れ、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ほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際水温１５．２度。 

  
 

2007/01/18 木 08：00 

風はほとんど無く空は厚い雲に覆われています。 

海岸は穏やかで波は小さいほうです。 

潮は澄んでいます。波打ち際水温１５．３度。 

  
 

2007/01/17 水 08：00 

東よりの風が吹いていて冷たい雨が降っています。 

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１５．２度。 

  



 

2007/01/16 火 07：50 

晴れ、北西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く潮は澄んでいます。 

波打ち際水温１５．５度。 

  
 

2007/01/15 月 08：05 

北西の弱い風が吹いていて薄日が射しています。 

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１４．９度。 

  
 

2007/01/14 日 07：50 

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く潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．５度。 

 



 

2007/01/13 土  08：10 

晴れ、北よりの風が吹いています。 

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１５．３度 

  
 

2007/01/12 金 08：10 

東寄りの弱い風が吹いていて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潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  
 

2007/01/11 木 07：55 

多少雲がありますが晴れで、北よりのごく弱い風が吹いています。 

海岸は穏やか日が続き、波は小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１５．３度。 

  



 

2007/01/10 水 08：00 

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１５．０度。 

  
 

2007/01/09 火 08：05 

晴れ、北よりのごく弱い風があります。 

海岸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１５．４度。 

  
 

2007/01/08 月  07：55 

晴れ、昨日は猛烈な風が吹き荒れましたが今朝はほぼ無風です。 

海岸は穏やかになり波は多少ある程度で小さい。 

潮は澄んでいます。波打ち際海水温１５．７度。 

  



 

2007/01/07 日 08：00 

晴れ。発達した低気圧の影響で南西の強い風が吹いています。 

海岸は波がやや高い。潮は澄んでいるほうです。 

波打ち際海水温 15.0 度。 

  
 

2007/01/06 土  08:05 

今日から明日にかけ発達した低気圧の通過で大荒れの予報ですが、 

今のところ風はほとんどなく、やや強い雨が降っています。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１４．１度。 

  
 

2007/01/05 金 07：55 

晴れ、北西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１４．３度。 

  



 

2007/01/04 木 08：10 

薄い雲が広がっており、北よりの弱い風があります。 

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１４．４度。 

  
 

2007/01/03 水 07：55 

曇り、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いほうです。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．４度。 

  
 

2007/01/02 火 08：05 

曇り、ごく弱い北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１５．１度。 

  



 

2007/01/01 月 07：55 

晴れ、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ほうです。潮は澄んでいます。 

波打ち際海水温１５．６度。 
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