
資料 1 

≪参考文献（情報）≫ 

◎過去の気象、地震データ 

気象庁ホームページ 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html  

 

◎過去の気象状況 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 1月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 2月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 3月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 4月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 5月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 6月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 7月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 8月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 9月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 10月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 11月 

長野地方気象台｢長野県の気象・地震概況｣平成 30年 12月 

（上記は http://www.jma-net.go.jp/nagano/geppou/index.html） 

 

◎過去の天気図、雨雲や降雨分布の様子等 

日本気象協会ホームページ http://www.tenki.jp/ 
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記載資料 

 

 

資料名 出典（参照先） 

１ 平成 30年災害別被害状況 長野県危機管理部 

２ 平成 30年に発生した震度４以上の地震状況 気象庁 

３ 気象観測所一覧表 気象庁長野地方気象台 

４ 気象観測所配置図 気象庁長野地方気象台 

５ 長野県の注意報、警報発表基準 気象庁長野地方気象台 

６ 長野県の注意報・警報発表区域 気象庁長野地方気象台 

７ 平成 29年 8月～平成 30年 12月の 

長野県の注意報・警報発表状況 
気象庁長野地方気象台 
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資料１       平成 30年 災 害 別 被 害 状 況 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 （千円） （千円） （千円） （千円）

1 雪害 1月1～3月31日 上田市以下６地域１８市町村 5 9 23 18

2 低温 2月1～28日 飯田市以下１地域４市町村 258,000 258,000 4

3 地すべり 2月15日 松本市 180,000 180,000 1

4 突風 3月1日 木曽町以下４地域５市町村 1 2 2 5 1 1,409 1,409 5

5 雪崩 3月5日 松本市 20,000 20,000 1

6 強風 4月6日 松本市以下２地域３市町村 1 2 2 4 14,000 14,000 3

7 豪雨 4月14～15日 中川村 2,000 2,000 1

8 豪雨 4月24～25日 飯田市以下２地域８市町村 39,000 12,039 53,000 104,039 8

9 落雷 5月3日 安曇野市 257 257 1

10 地震 5月12日 小川村 2,109 2,109 1

11 地震 5月25日 栄村 57,000 1,120 18,108 1

12 地すべり 平成29年8月11～平成30年5月29日長野市 60,000 60,000 1

13 地すべり 平成29年10月28～平成30年5月29日筑北村 100,000 100,000 1

14 降ひょう 6月12日 佐久市以下１地域３市町村 50,673 50,673 3

15 梅雨前線豪雨 6月27～7月11日 小諸市以下１０地域４８市町村 1 1 2 1 1 2 23 24 77 5,123 518,000 1,282,000 5,103,800 48,331 6,949,254 48

16 地すべり 平成29年10月22～平成30年6月29日長野市 11,000 11,000 1

17 落雷 7月20日 上田市 1,045 1,045 1

18 台風第12号 7月28日 佐久市以下３地域７市町村 1 1 2 19,770 400 20,170 7

19 豪雨 8月6日 飯田市 1,397 1,397 1

20 豪雨・落雷 8月10日 上田市以下１地域２市町村 50,000 50,000 2

21 豪雨・降ひょう 8月14～16日 上田市以下３地域５市町村 3 8 18 1,299 8,000 79,761 3,000 92,060 5

22 台風第20号 8月23～24日 阿南町 1,000 1,000 1

23 台風第21号 9月4～6日 川上村以下１０地域５５市町村 5 2 2 10 38 40 85 3 3 9 7 854,090 337,000 401,397 1,870,300 68,631 3,420,454 55

24 台風第24号 9月30～10月1日 佐久穂町以下９地域３４市町村 4 4 9 9 9 20 12 12 28 33,783 394,000 796,539 1,802,100 3,026,422 34

25 地すべり 平成29年10月22～平成30年11月5日大町市 90,000 90,000 1

26 地すべり 平成29年10月22～平成30年11月5日池田町 70,000 70,000 1

27 地すべり 平成29年10月22～平成30年11月5日松本市 80,000 80,000 1

28 雪害 12月16～31日 信濃町以下２地域２市町村 1 1 2

29 地すべり 平成29年10月29～平成30年12月25日松本市 67,821 67,821 1

NO 災害の種類(名称) 災害発生月日(期間) 災害発生地域(場所)

公共土木
施設被害

そ の 他
被　　害

被害総額
農 地 等
被　  害

一部破損 床上浸水

人 的 被 害(人)

床下浸水

林業関係
被    害

住      家      被      害 非住家
被  害

農業関係被害（千円）

農作物等
被    害

死者
行方
不明

重傷 軽傷
全　　壊 半　　壊

市

町

村

数
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資料２ 平成 30年に発生した震度４以上の地震状況 

番

号 
発生日時 

震源地 
震源の 

深さ 

(km) 

地震の規模 
（マグニチュード） 

最 

大 

震 

度 
地域 

緯度 

経度 

1 
2018/2/13 

  14:39:44.6 
長野県南部 

35°51.9′N 

137°35.6′E 
6km Ｍ4.1 ４ 

2 
2018/5/12 

  10:29:30.0 
長野県北部 

36°37.9′N 

137°54.0′E 
11km Ｍ5.2 

５

弱 

3 
2018/5/25  

 21:13:42.2 
長野県北部 

36°56.4′N 

138°35.3′E 
6km Ｍ5.2 

５

強 

4 
2018/10/7 

  10:14:19.1 
愛知県東部 

35°02.2′N 

137°34.4′E 
42km Ｍ5.0 ４ 

 

地震（No.1） 

発生日時 平成 30年 2 月 13日 14時 39 分 44.6 秒 

震源地 長野県南部（北緯 35度 51.9 分、東経 137度 35.6 分） 

震源の深さ 6km 

地震の規模 マグニチュード 4.1 

各地の震度 

(長野県内) 

４ 木曽町三岳＊ 

３ 上松町駅前通り＊ 王滝村鈴ヶ沢＊ 王滝村役場＊ 木曽町新開＊ 

２ 

松本市奈川＊ 塩尻市楢川保育園＊ 飯田市高羽町 飯田市上郷黒田＊ 中川村大

草＊ 長野高森町下市田＊南木曽町読書小学校＊ 大桑村長野＊ 木曽町開田高原

西野＊ 木曽町日義＊ 木曽町福島＊ 

１ 

松本市安曇＊ 松本市丸の内＊ 松本市寿＊ 諏訪市湖岸通り 塩尻市木曽平沢

＊ 立科町芦田＊朝日村小野沢＊ 飯田市大久保町＊ 伊那市高遠町荊口 伊那市

下新田＊ 辰野町中央 箕輪町中箕輪＊飯島町飯島 南箕輪村役場＊ 松川町元大

島＊ 阿智村駒場＊ 阿智村清内路＊ 平谷村役場＊ 下條村睦沢＊売木村役場

＊ 泰阜村梨久保 泰阜村役場＊ 豊丘村神稲＊ 大鹿村大河原＊ 南木曽町役場

＊ 木祖村薮原＊ 

注）名称に「*」が付いた震度観測点は、 

地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 平成 30年 5月 12日 10時 29分 30.0秒の 

震度分布図 

（気象庁地震データベースより引用） 
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地震（No.2） 

発生日時 平成 30年 5 月 12日 10時 29 分 30.0 秒 

震源地 長野県南部（北緯 36度 37.9 分、東経 137度 54.0 分） 

震源の深さ 11km 

地震の規模 マグニチュード 5.2 

各地の震度 

(長野県内) 

５弱 長野市信州新町新町＊ 長野市中条＊ 大町市美麻＊ 小川村高府＊ 

４ 長野市箱清水 長野市戸隠＊ 長野市鬼無里＊ 大町市八坂＊ 小谷村中小谷＊ 

３ 

長野市鶴賀緑町＊ 長野市豊野町豊野＊ 長野市大岡＊ 中野市豊津＊ 大町市

役所 大町市大町図書館＊長野池田町池田＊ 松川村役場＊ 白馬村北城＊ 信

濃町柏原東裏＊ 千曲市杭瀬下＊ 飯綱町牟礼＊飯綱町芋川＊ 松本市会田

＊ 松本市丸の内＊ 松本市寿＊ 諏訪市高島＊ 青木村田沢青木＊ 麻績村麻

＊生坂村役場＊ 安曇野市明科＊ 安曇野市豊科＊ 筑北村坂井 筑北村西条

＊ 筑北村坂北＊ 

２ 

須坂市須坂＊ 飯山市飯山福寿町＊ 坂城町坂城＊ 小布施町小布施＊ 木島平

村往郷＊ 千曲市上山田温泉＊千曲市戸倉＊ 松本市沢村 松本市美須々＊ 松

本市安曇＊ 松本市梓川梓＊ 上田市上田古戦場公園上田市役所＊ 上田市上

丸子＊ 上田市上武石＊ 上田市真田町長＊ 岡谷市幸町＊ 諏訪市湖岸通り小

諸市文化センター＊ 茅野市葛井公園＊ 佐久市下小田切 佐久市中込＊ 佐久

市甲＊ 小海町豊里＊軽井沢町追分 立科町芦田＊ 下諏訪町役場＊ 山形村役

場＊ 東御市県＊ 佐久穂町畑＊ 長和町古町＊長和町和田＊ 安曇野市穂高支

所 安曇野市穂高福祉センター＊ 安曇野市堀金＊ 安曇野市三郷＊飯田市高

羽町 辰野町中央 箕輪町中箕輪＊ 中川村大草＊ 長野高森町下市田＊ 大鹿

村大河原＊木曽町三岳＊ 

１ 

長野市松代 長野高山村高井＊ 山ノ内町平穏 山ノ内町消防署＊ 野沢温泉村

豊郷＊ 栄村北信＊松本市奈川＊ 小諸市小諸消防署＊ 塩尻市楢川保育園

＊ 塩尻市広丘高出＊ 塩尻市木曽平沢＊ 佐久市望月＊ 佐久市臼田＊ 長野

川上村大深山＊ 長野南牧村海ノ口＊ 南相木村見上＊ 北相木村役場＊軽井

沢町長倉＊ 富士見町落合＊ 原村役場＊ 東御市大日向＊ 佐久穂町高野町

＊ 飯田市上郷黒田＊飯田市南信濃＊ 飯田市大久保町＊ 伊那市高遠町荊

口 伊那市下新田＊ 伊那市高遠町西高遠＊伊那市長谷溝口＊ 駒ヶ根市赤須

町＊ 飯島町飯島 南箕輪村役場＊ 宮田村役場＊ 松川町元大島＊阿南町東条

＊ 阿智村駒場＊ 阿智村清内路＊ 平谷村役場＊ 根羽村役場（旧２）＊ 下條

村睦沢＊売木村役場＊ 天龍村平岡＊ 泰阜村梨久保 泰阜村役場＊ 喬木村役

場＊ 豊丘村神稲＊ 上松町駅前通り＊南木曽町読書小学校＊ 南木曽町役場

＊ 木祖村薮原＊ 王滝村鈴ヶ沢＊ 王滝村役場＊ 大桑村長野＊木曽町新開

＊ 木曽町開田高原西野＊ 木曽町日義＊ 木曽町福島＊ 

注）名称に「*」が付いた震度観測点は、地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点 
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図２ 平成 30年 5月 12日 10 時 29分 30.0 秒の震度分布図 
（気象庁地震データベースより引用） 
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地震（No.3） 

発生日時 平成 30年 5 月 25日 21時 13 分 42.2 秒 

震源地 長野県南部（北緯 36度 56.4 分、東経 138度 35.3 分） 

震源の深さ 6km 

地震の規模 マグニチュード 5.2 

各地の震度 

(長野県内) 

５強 栄村北信＊ 

３ 飯山市飯山福寿町＊ 木島平村往郷＊ 野沢温泉村豊郷＊ 栄村小赤沢＊ 

２ 

長野市箱清水 長野市戸隠＊ 長野市信州新町新町＊ 長野市豊野町豊野＊ 中

野市豊津＊ 坂城町坂城＊長野高山村高井＊ 山ノ内町平穏 山ノ内町消防署

＊ 信濃町柏原東裏＊ 飯綱町牟礼＊ 飯綱町芋川＊ 

１ 

長野市鶴賀緑町＊ 長野市鬼無里＊ 長野市中条＊ 須坂市須坂＊ 大町市大町

図書館＊ 大町市八坂＊小布施町小布施＊ 小川村高府＊ 千曲市上山田温泉

＊ 千曲市戸倉＊ 千曲市杭瀬下＊ 松本市丸の内＊上田市上田古戦場公園 上

田市役所＊ 上田市上武石＊ 上田市真田町長＊ 諏訪市湖岸通り 諏訪市高島

＊茅野市葛井公園＊ 軽井沢町追分 軽井沢町長倉＊ 御代田町役場＊ 青木村

田沢青木＊ 下諏訪町役場＊生坂村役場＊ 安曇野市穂高支所 安曇野市豊科

＊ 筑北村坂井 飯田市高羽町 松川町元大島＊ 

注）名称に「*」が付いた震度観測点は、地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 平成 30年 5月 25日 21 時 13分 42.2 秒の震度分布図 
（気象庁地震データベースより引用） 
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地震（No.4） 

発生日時 平成 30年 10月 7日 10時 14 分 19.1 秒 

震源地 愛知県東部（北緯 35度 2.2 分、東経 137度 34.4 分） 

震源の深さ 42km 

地震の規模 マグニチュード 5.0 

各地の震度 

(長野県内) 

４ 根羽村役場＊ 売木村役場＊ 

３ 
飯田市上郷黒田＊ 中川村大草＊ 松川町元大島＊ 長野高森町下市田＊ 阿智

村清内路＊ 平谷村役場＊ 喬木村役場＊ 

２ 

松本市奈川＊ 諏訪市湖岸通り 諏訪市高島＊ 茅野市葛井公園＊ 塩尻市楢川

保育園＊ 佐久市中込＊ 長野南牧村海ノ口＊ 飯田市高羽町 飯田市南信濃＊ 

飯田市大久保町＊ 飯田市上村＊ 伊那市高遠町荊口 伊那市長谷溝口＊ 駒ヶ

根市赤須町＊ 飯島町飯島 阿南町東条＊ 阿智村駒場＊ 阿智村浪合＊ 下條

村睦沢＊ 天龍村清水＊ 天龍村平岡＊ 泰阜村梨久保 泰阜村役場＊ 豊丘村

神稲＊ 大鹿村大河原＊ 上松町駅前通り＊ 南木曽町読書小学校＊ 南木曽町

役場＊ 王滝村鈴ヶ沢＊ 王滝村役場＊ 木曽町新開＊ 木曽町開田高原西野＊ 

木曽町三岳＊ 木曽町日義＊ 木曽町福島＊ 

１ 

松本市安曇＊ 松本市梓川梓＊ 松本市丸の内＊ 松本市波田＊ 松本市寿

＊ 上田市上田古戦場公園塩尻市広丘高出＊ 塩尻市木曽平沢＊ 佐久市下小

田切 小海町豊里＊ 長野川上村大深山＊ 南相木村見上＊北相木村役場＊ 軽

井沢町追分 軽井沢町長倉＊ 御代田町役場＊ 立科町芦田＊ 下諏訪町役場＊

富士見町落合＊ 原村役場＊ 山形村役場＊ 朝日村役場＊ 佐久穂町高野町

＊ 佐久穂町畑＊ 長和町和田＊安曇野市堀金＊ 安曇野市豊科＊ 筑北村坂

井 伊那市下新田＊ 伊那市高遠町西高遠＊ 辰野町中央箕輪町中箕輪＊ 南箕

輪村役場＊ 宮田村役場＊ 木祖村薮原＊ 大桑村長野＊ 

注）名称に「*」が付いた震度観測点は、地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図４ 平成 30年 10月 7日 10 時 14分 19.1 秒の震度分布図 
（気象庁地震データベースより引用） 
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資料３ 気象観測所一覧表 
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資料４ 気象観測所配置図 
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資料５   長野県の注意報・警報発表基準 

 

1.湿度は長野地方気象台の値 

2．湿度は松本特別地域気象観測所、諏訪特別地域気象観測所、軽井沢特別地域気象観測所の値。 

3．湿度は飯田特別地域気象観測所の値。 
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（別表１）大雨警報基準 

平成 31年 2 月 21日現在 

市町村等をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 長野市 14 73 

須坂市 11 99 

千曲市 8 89 

坂城町 8 100 

小布施町 8 100 

高山村 10 101 

信濃町 8 114 

小川村 8 110 

飯綱町 6 110 

中野飯山地域 中野市 10 107 

飯山市 9 105 

山ノ内町 8 130 

木島平村 8 123 

野沢温泉村 7 105 

栄村 9 105 

大北地域 大町市 9 80 

池田町 8 81 

松川村 8 104 

白馬村 10 115 

小谷村 9 88 

上田地域 上田市 9 85 

東御市 8 85 

青木村 8 93 

長和町 8 86 

佐久地域 小諸市 10 95 

佐久市 7 87 

小海町 8 99 

川上村 10 100 

南牧村 10 100 

南相木村 7 101 

北相木村 9 104 

佐久穂町 8 99 

軽井沢町 10 117 

御代田町 8 109 

立科町 8 87 

松本地域 松本 10 84 

塩尻 10 117 

安曇野市 9 84 

麻績村 10 125 

生坂村 9 84 

山形村 7 121 

朝日村 7 122 

筑北村 9 84 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 14 152 
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市町村等をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

諏訪地域 岡谷市 12 99 

諏訪市 12 116 

茅野市 7 90 

下諏訪町 14 116 

富士見町 10 105 

原村 9 115 

上伊那地域 伊那市 11 111 

駒ヶ根市 10 126 

辰野町 10 138 

箕輪町 9 134 

飯島町 11 133 

南箕輪村 8 135 

中川村 9 133 

宮田村 8 123 

木曽地域 楢川 7 121 

上松町 10 152 

南木曽町 10 150 

木祖村 7 151 

王滝村 13 152 

大桑村 10 154 

木曽町 10 113 

下伊那地域 飯田市 12 127 

松川町 10 146 

高森町 10 146 

阿南町 13 156 

阿智村 12 142 

平谷村 13 184 

根羽村 12 180 

下條村 12 142 

売木村 12 156 

天龍村 13 185 

泰阜村 9 165 

喬木村 9 127 

豊丘村 9 146 

大鹿村 11 156 

 

（別表１）つづき 

平成 31年 2 月 21日現在 
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（別表２）洪水警報基準 

平成 30年 12月 18 日現在 

市町村

等をま

とめた

地域 

市町村

等 
流域雨量指数基準 複合基準＊1 

 

指定河川洪水予報

による基準 

長 野 地

域 

長野市 犀川流域=66.1，浅川流域=11.8，岡田川流域

=4，聖川流域=6.9，蛭川流域=10，赤野田川

流域=3.7，保科川流域=5，土尻川流域=18.9，

鳥居川流域=14.5，楠川流域=7.7，小川流域

=9.4，太田川流域=5.4，当信川流域=4.8，裾

花川流域=19.4 

犀川流域=（5，56.2），

岡田川流域=（7，3.6），

鳥居川流域=（5，13），

当信川流域=（5，4.3），

裾花川流域=（5，17.4） 

 千曲川［杭瀬下・立

ヶ花］，犀川［小市］，

信濃川水系裾花川

［岡田］ 

須坂市 松川流域=16.2，八木沢川流域=10.1，鮎川流

域=14.5，百々川流域=11.4，仙仁川流域=6.5 

－  千曲川［杭瀬下・立

ヶ花］ 

千曲市 沢山川流域=7.3，佐野川流域=6.2，更級川流

域=3.7，女沢川流域=3.9 

千曲川流域=（7，38.9）  千曲川［生田・杭瀬

下］ 

坂城町 日名沢川流域=6.1，谷川流域=4.2 －  千曲川［生田・杭瀬

下］ 

小 布 施

町 

松川流域=18.7，八木沢川流域=9.6，篠井川

流域=5.9，浅川流域=12 

－  千曲川［立ヶ花］ 

高山村 松川流域=15.7，八木沢川流域=8.8 －  － 

信濃町 鳥居川流域=8.7，古海川流域=3.6，関川流域

=21.3，赤川流域=5.1 

鳥居川流域=（5，7.8），

関川流域=（5，21.3），

赤川流域=（5，5.1） 

 － 

小川村 土尻川流域=16.8，小川川流域=9.3 －  － 

飯綱町 鳥居川流域=12.3，八蛇川流域=5.3，斑尾川

流域=4.9 

鳥居川流域=（5，11）  － 

中 野 飯

山地域 

中野市 夜間瀬川流域=16.5，斑尾川流域=9.4，斑川

流域=5.6，篠井川流域=5.9，江部川流域=6.2 

千曲川流域=（5，46.7）  千曲川［立ヶ花］ 

飯山市 桑名川流域=4.1，出川流域=4.2，広井川流域

=4.2，日光川流域=4，樽川流域=16.2 

千曲川流域=（5，52.8）  千曲川［立ヶ花］ 

山 ノ 内

町 

夜間瀬川流域=14，三沢川流域=6.8 －  － 

木 島 平

村 

馬曲川流域=11.2，樽川流域=12 －  千曲川［立ヶ花］ 

野 沢 温

泉村 

千曲川流域=101.2，池の沢川流域=4.4，湯沢

川流域=3.6，赤滝川流域=4.5 

－  千曲川［立ヶ花］ 

栄村 千曲川流域=101.5，志久見川流域=17.7，北

野川流域=13.5，小箕作川流域=4，中津川流

域=30.1 

－  － 

大 北 地

域 

大町市 犀川流域=66.5，金熊川流域=3.7，高瀬川流

域=32.7，農具川流域=8.2，稲尾沢川流域

=4.4，鹿島川流域=13.2，土尻川流域=8.2 

犀川流域=（5，65.3），

金熊川流域=（5，3.3），

農具川流域=（5，7.3） 

 － 

池田町 高瀬川流域=33 －  － 

松川村 高瀬川流域=32.9，乳川流域=10，芦間川流域

=8.1 

－  － 

白馬村 姫川流域=12.9，楠川流域=6.6，松川流域

=13.4，大楢川流域=4.8 

姫川流域=（7，11.6）  － 

小谷村 姫川流域=22.6，中谷川流域=15.7 姫川流域=（6，20.3）  － 
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市町村

等をま

とめた

地域 

市町村

等 
流域雨量指数基準 複合基準＊1 

 

指定河川洪水予報

による基準 

上 田 地

域 

上田市 浦野川流域=16.1，室賀川流域=7.9，阿鳥川

流域=4.1，産川流域=11.1，湯川流域=6.9，

尾根川流域=3.8，矢出沢川流域=7.4，神川流

域=17.5，大沢川流域=4，洗馬川流域=11.3， 

傍陽川流域=6，角間川流域=6，瀬沢川流域

=3.6，依田川流域=27.9，内村川流域=11.3，

武石川流域=13.6 

湯川流域=（5，6.2），矢

出沢川流域=（5，6.6） 

 千曲川［生田］，信濃

川水系千曲川上流

［下越・塩名田］ 

東御市 金原川流域=4.8，求女川流域=4.7，所沢川流

域=3.4，鹿曲川流域=17.9，小相沢川流域

=4.4，大石沢川流域=4.6，西沢川流域=2.5 

所沢川流域=（5，2.4），

西沢川流域=（7，2.2） 

 信濃川水系千曲川上

流［下越・塩名田］ 

青木村 浦野川流域=11.7，阿鳥川流域=4.1 －  － 

長和町 依田川流域=19.3，五十鈴川流域=4，大門川

流域=13.9，追川流域=6 

－  － 

佐 久 地

域 

小諸市 深沢川流域=4.9，中沢川流域=5.3，蛇堀川流

域=6.3，繰矢川流域=9.5，湧玉川流域=4 

－  信濃川水系千曲川上

流［下越・塩名田］ 

佐久市 布施川流域=6.7，濁川流域=6.8，湯川流域

=23.7，中沢川流域=4.2，片貝川流域=7.2，

滑津川流域=17.9，志賀川流域=12，雨川流域

=9.2，谷川流域=5.5，鹿曲川流域=14.9，細

小路川流域=7.9，八丁地川流域=10.8 

布施川流域=（7，6），湯

川流域=（5，21.3），中

沢川流域=（5，3.7），片

貝川流域=（7，7.1），滑

津川流域=（5，16.1），

志賀川流域=（5，10.8），

雨川流域=（5，8.2），谷

川流域=（5，5.3），鹿曲

川流域=（7，12.4），千

曲川流域=（7，37.1） 

 信濃川水系千曲川上

流［下越・塩名田］ 

小海町 千曲川流域=36.7，本間川流域=7.1，相木川

流域=22.6，大月川流域=7.9 

－  － 

川上村 千曲川流域=21.2，黒沢川流域=9.8，金峰山

川流域=10.3，西川流域=10.6 

－  － 

南牧村 千曲川流域=27.1，杣添川流域=5.6，板橋川

流域=5.4 

－  － 

南 相 木

村 

南相木川流域=10.4，栗生川流域=6.5 南相木川流域=（5，9.5）  － 

北 相 木

村 

相木川流域=8.8 －  － 

佐 久 穂

町 

千曲川流域=42，北沢川流域=4.7，抜井川流

域=15.3，余地川流域=5.7，大石川流域=11.7，

石堂川流域=6.2，入堂川流域=5 

北沢川流域=（8，4.2）  － 

軽 井 沢

町 

湯川流域=13.4，茂沢川流域=5.4，発地川流

域=8.7，泥川流域=10.8，濁川流域=4.8 

－  － 

御 代 田

町 

繰矢川流域=7，濁川流域=5.8，湯川流域=22 湯川流域=（5，19.8）  － 

立科町 番屋川流域=5.3，芦田川流域=5.7 －  － 

 

（別表２）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 
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市町村

等をま

とめた

地域 

市町村

等 
流域雨量指数基準 複合基準＊1 

 

指定河川洪水予報

による基準 

松 本 地

域 

松本 会田川流域=11.2，梓川流域=36.2，大門沢川流

域=5.2，女鳥羽川流域=13.2，田川流域=14.9，

薄川流域=9.2，和泉川流域=3.4，塩沢川流域

=5.2，鎖川流域=12.4，牛伏川流域=5.5 

梓川流域=（6，33.8），

大門沢川流域=（8，4.6）， 

薄川流域=（8，8.2），和

泉川流域=（6，3），鎖川

流域=（8，12） 

 信濃川水系奈良井川

［琵琶橋・新橋］ 

塩尻 田川流域=10.3，権現川流域=3.2，矢沢川流域

=3.4，小曽部川流域=5.6 

矢沢川流域=（6，3），奈

良井川流域=（6，16.7） 

 信濃川水系奈良井川

［琵琶橋・新橋］ 

安 曇 野

市 

犀川流域=48.8，潮沢川流域=4.6，会田川流域

=11.9，濁沢川流域=5.9，高瀬川流域=33，穂高

川流域=25.7，乳川流域=18.6，天満沢川流域

=6.4，烏川流域=16.3，万水川流域=11，黒沢川

流域=6.3，梓川流域=36.2 

犀川流域=（5，47.4），

潮沢川流域=（5，4.4），

会田川流域=（5，10.6），

万水川流域=（5，9.9） 

 － 

麻績村 麻績川流域=10.6 －  － 

生坂村 犀川流域=65，麻績川流域=18，金熊川流域=10.3 －  － 

山形村 三間沢川流域=6.5，唐沢川流域=4.5 －  － 

朝日村 鎖川流域=10.1 －  － 

筑北村 麻績川流域=17，別所川流域=7.5，東条川流域

=6.4，安坂川流域=6.1 

－  － 

乗鞍上高

地地域 
乗 鞍 上

高地 

梓川流域=24.2，島々谷川流域=15.2，奈川流域

=10.8，黒川流域=5.5 

－  － 

諏 訪 地

域 

岡谷市 十四瀬川流域=6.4，横河川流域=8.2，塚間川流

域=5.2，天竜川流域=32.6 

十四瀬川流域=（7，5.8），

塚間川流域=（7，4） 

 天竜川水系諏訪湖

［釜口水門］ 

諏訪市 新川流域=3.8，宮川流域=13.6， 

上川流域=20.7，角間川流域=5.7，沢川流域=5 

新川流域=（5，3.4），角

間川流域=（7，4.2） 

 天竜川水系諏訪湖

［釜口水門］ 

茅野市 上川流域=20.6，柳川流域=11.1，宮川流域

=13.4，渋川流域=8.7，滝ノ湯川流域=8.2 

－  天竜川水系諏訪湖

［釜口水門］ 

下 諏 訪

町 

承知川流域=4.8，砥川流域=11.3，十四瀬川流

域=5 

承知川流域=（7，4.3）  天竜川水系諏訪湖

［釜口水門］ 

富 士 見

町 

宮川流域=4.7，釜無川流域=22.1，乙貝川流域

=3，立場川流域=10.2 

－  － 

原村 弓振川流域=5.1，小早川流域=2.6，阿久川流域

=5.1，道祖神川流域=2.2 

－  － 

上 伊 那

地域 

伊那市 瀬沢川流域=4，棚沢川流域=7.7，戸谷川流域

=4.6，小沢川流域=9.3，小黒川流域=7.2，犬田

切川流域=4.8，猪ノ沢川流域=3.8，大沢川流域

=3.7，三峰川流域=29.6，新山川流域=4.7，藤

沢川流域=10.7，松倉川流域=4.4，山室川流域

=6.3，黒川流域=15.7，大清水川流域=5.4，粟

沢川流域=4.5 

戸谷川流域=（5，4.1），

小黒川流域=（5，6.4），

猪ノ沢川流域=（5，3.4），

大沢川流域=（5，3.3） 

 天竜川上流［伊那

富・沢渡］ 

駒 ヶ 根

市 

太田切川流域=17.6，塩田川流域=2.8，大曽倉

川流域=4.2，下間川流域=4，田沢川流域=4.2，

上穂沢川流域=5.9，中田切川流域=6.7 

－  天竜川上流［沢渡］ 

辰野町 上野川流域=4.1，横川川流域=11.4，小横川川

流域=6.2，小野川流域=7.2，沢底川流域=5.5 

上野川流域=（7，3.6），

小野川流域=（5，6.4） 

 天竜川上流［伊那富］ 

箕輪町 桑沢川流域=3.7，沢川流域=8.9，深沢川流域

=5.4，帯無川流域=6.2 

－  天竜川上流［伊那富］ 

飯島町 中田切川流域=5.6，郷沢川流域=6，与田切川流

域=10，子生沢川流域=3.9 

－  天竜川上流［沢渡］ 

南 箕 輪

村 

大泉川流域=5.6，大清水川流域=5.5 －  天竜川上流［伊那富］ 

中川村 子生沢川流域=4.8，日向沢川流域=8.7，小渋川

流域=31.7 

－  天竜川上流［沢渡］ 

宮田村 大沢川流域=4.5，太田切川流域=17.6 －  天竜川上流［沢渡］ 

（別表２）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 



 

資料 17 

 

市町村

等をま

とめた

地域 

市町村

等 
流域雨量指数基準 複合基準＊1 

 

指定河川洪水予報

による基準 

木 曽 地

域 

楢川 奈良井川流域=10.6 －  － 

上松町 木曽川流域=55.4，滑川流域=8.5，小川流域

=13.6，十王沢川流域=5.2 

－  － 

南 木 曽

町 

木曽川流域=63.9，坪川流域=8.7，蘭川流域

=15.5，柿其川流域=11.8 

－  － 

木祖村 木曽川流域=18.4，菅川流域=4.6，笹川流域

=10.4 

－  － 

王滝村 王滝川流域=22，大又川流域=5.1，溝口川流域

=5.6，鈴ヶ沢流域=7.3 

－  － 

大桑村 木曽川流域=57.8，殿小川流域=7，伊那川流域

=20.2 

－  － 

木曽町 木曽川流域=28.6，王滝川流域=43.7，中沢川流

域=4.8，本洞川流域=6.7，西野川流域=10.3，

白川流域=10.1，湯川流域=7.2，末川流域=10.4，

把之沢川流域=5.9，髭沢川流域=5.6，八沢川流

域=5.4，黒川流域=13.3，西洞川流域=5.4，正

沢川流域=9.5 

木曽川流域=（6，26.3），

八沢川流域=（6，4.2），

黒川流域=（6，10.9） 

 － 

下 伊 那

地域 

飯田市 土曽川流域=4.2，松川流域=21.6，野底川流域

=7.6，富田沢川流域=4，新川流域=4.1，弟川流

域=4.9，遠山川流域=37.9，上村川流域=14.2 

－  天竜川上流［市田・

天竜峡］ 

松川町 福沢川流域=4 －  天竜川上流［沢渡・

市田］ 

高森町 田沢川流域=4.9，胡麻目川流域=5.1，大島川流

域=6.8，江戸ヶ沢川流域=3.6 

－  天竜川上流［市田］ 

阿南町 門原川流域=7.5，和知野川流域=29.6，売木川

流域=20.6，早木戸川流域=7.8，天竜川流域

=76.1 

－  － 

阿智村 阿智川流域=26，河内川流域=5.7，大沢川流域

=7.4，本谷川流域=16.1，清内路川流域=8.5，

和知野川流域=13.7 

阿智川流域=（7，23.4），

本谷川流域=（7，14.4） 

 － 

平谷村 上村川流域=12.6，平谷川流域=18.6 平谷川流域=（7，16.7）  － 

根羽村 矢作川流域=23.7，小川川流域=9.3 －  － 

下條村 白又川流域=5.5，牛ヶ爪川流域=6，天竜川流域

=75.2 

－  － 

売木村 売木川流域=7.3，軒川流域=9 －  － 

天龍村 天竜川流域=88.3，遠山川流域=39.1，早木戸川

流域=12.4 

－  － 

泰阜村 矢筈川流域=4.6，左京川流域=4.9，天竜川流域

=76.1 

－  － 

喬木村 壬生沢川流域=3.9，加々須川流域=7.3，小川川

流域=15.1 

－  天竜川上流［市田・

天竜峡］ 

豊丘村 寺沢川流域=4，虻川流域=9.7，壬生沢川流域

=4.2 

－  天竜川上流［市田］ 

大鹿村 小渋川流域=29.5，鹿塩川流域=16.2，塩川流域

=11.7 

－  － 

 

（別表２）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 



 

資料 18 

 

市町村等をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 長野市 6 64 

須坂市 5 88 

千曲市 5 79 

坂城町 3 89 

小布施町 5 89 

高山村 7 89 

信濃町 5 101 

小川村 5 97 

飯綱町 3 97 

中野飯山地域 中野市 5 77 

飯山市 6 75 

山ノ内町 4 93 

木島平村 5 88 

野沢温泉村 4 75 

栄村 5 75 

大北地域 大町市 5 55 

池田町 5 55 

松川村 5 71 

白馬村 6 79 

小谷村 5 60 

上田地域 上田市 5 64 

東御市 4 64 

青木村 5 70 

長和町 5 65 

佐久地域 小諸市 5 77 

佐久市 5 71 

小海町 5 81 

川上村 4 82 

南牧村 7 82 

南相木村 4 82 

北相木村 6 85 

佐久穂町 4 81 

軽井沢町 4 95 

御代田町 5 89 

立科町 5 71 

松本地域 松本 6 68 

塩尻 4 94 

安曇野市 4 68 

麻績村 6 101 

生坂村 5 68 

山形村 4 98 

朝日村 3 98 

   

筑北村 5 68 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 9 121 

 

平成 30年 12月 18 日現在 

（別表 3）大雨注意報基準 

平成 31年 2 月 21日現在 



 

資料 19 

 

 

市町村等をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

諏訪地域 岡谷市 7 83 

諏訪市 6 97 

茅野市 5 75 

下諏訪町 9 97 

富士見町 7 88 

原村 6 96 

上伊那地域 伊那市 5 79 

駒ヶ根市 6 90 

辰野町 7 99 

箕輪町 5 96 

飯島町 6 95 

南箕輪村 5 97 

中川村 5 95 

宮田村 5 88 

木曽地域 楢川 5 105 

上松町 7 132 

南木曽町 7 130 

木祖村 5 131 

王滝村 9 132 

大桑村 6 133 

木曽町 6 98 

下伊那地域 飯田市 7 85 

松川町 5 97 

高森町 7 97 

阿南町 8 104 

阿智村 7 95 

平谷村 9 123 

根羽村 8 120 

下條村 7 95 

売木村 8 104 

天龍村 8 123 

泰阜村 6 110 

喬木村 5 85 

豊丘村 6 97 

大鹿村 8 104 

 

平成 31年 2 月 21日現在 

平成 30年 12月 18 日現在 

（別表 3）つづき 

平成 31年 2 月 21日現在 



 

資料 20 

 
市町村等をま

とめた地域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準 

長野地域 長野市 犀川流域=52.8，浅川流域=9.4，岡田

川流域=2.6，聖川流域=5.5，蛭川流域

=8，赤野田川流域=2.9，保科川流域=4，

土尻川流域=15.1，鳥居川流域=11.6，

楠川流域=6.1，小川流域=7.5，太田川

流域=4.3，当信川流域=3.8，裾花川流

域=15.5 

犀川流域=（5，50.6），岡田

川流域=（6，2.1），聖川流域

=（5，5.5），鳥居川流域=（5，

11.6），太田川流域=（6，3.4），

当信川流域=（5，3.8），裾花

川流域=（5，12.4） 

千曲川［杭瀬下・立ヶ花］，犀川

［小市］，信濃川水系裾花川［岡

田］ 

須坂市 松川流域=12.9，八木沢川流域=8.1，

鮎川流域=11.6，百々川流域=9.1，仙

仁川流域=5.2 

八木沢川流域=（5，6.7） 千曲川［立ヶ花］ 

千曲市 沢山川流域=5.8，佐野川流域=4.9，更

級川流域=2.9，女沢川流域=3.1 

更級川流域=（5，2.3），千曲

川流域=（5，35） 

千曲川［杭瀬下］ 

坂城町 日名沢川流域=4.8，谷川流域=3.3 － 千曲川［生田・杭瀬下］ 

小布施町 松川流域=14.9，八木沢川流域=7.7，

篠井川流域=4.7，浅川流域=9.6 

八木沢川流域=（5，6.4） 千曲川［立ヶ花］ 

高山村 松川流域=12.5，八木沢川流域=7 － － 

信濃町 鳥居川流域=6.9，古海川流域=2.9，関

川流域=17，赤川流域=4.1 

鳥居川流域=（5，5.5），関川

流域=（5，17），赤川流域=（5，

4.1） 

－ 

小川村 土尻川流域=13.4，小川川流域=7.4 小川川流域=（5，7.4） － 

飯綱町 鳥居川流域=9.8，八蛇川流域=4.2，斑

尾川流域=3.9 

鳥居川流域=（5，9.8），八蛇

川流域=（5，4.2） 

－ 

中野飯山地域 中野市 夜間瀬川流域=13.2，斑尾川流域=7.1，

斑川流域=4.4，篠井川流域=4.7，江部

川流域=4.9 

斑尾川流域=（5，5.7），江部

川流域=（5，3.9），千曲川流

域=（5，42） 

千曲川［立ヶ花］ 

飯山市 桑名川流域=3.2，出川流域=3.3，広井

川流域=3.4，日光川流域=3.2，樽川流

域=13 

千曲川流域=（5，47.5） 千曲川［立ヶ花］ 

山ノ内町 夜間瀬川流域=11.2，三沢川流域=5.4 － － 

木島平村 馬曲川流域=8.9，樽川流域=9.6 － 千曲川［立ヶ花］ 

野沢温泉村 千曲川流域=70.8，池の沢川流域=3.5，

湯沢川流域=2.8，赤滝川流域=3.6 

湯沢川流域=（5，2.2） 千曲川［立ヶ花］ 

栄村 千曲川流域 =81.2，志久見川流域

=14.2，北野川流域=10.8，小箕作川流

域=3.2，中津川流域=24 

小箕作川流域=（5，3.2） － 

大北地域 大町市 犀川流域=53.2，金熊川流域=2.9，高

瀬川流域=26.1，農具川流域=6.5，稲

尾沢川流域=3.5，鹿島川流域=10.5，

土尻川流域=6.5 

犀川流域=（5，42.6），金熊

川流域=（5，2.9），農具川流

域=（5，6.5），稲尾沢川流域

=（5，2.8） 

－ 

池田町 高瀬川流域=26.4 － － 

松川村 高瀬川流域=26.3，乳川流域=8，芦間

川流域=6.5 

－ － 

白馬村 姫川流域=10.3，楠川流域=5.2，松川

流域=10.7，大楢川流域=3.8 

姫川流域=（7，8.2） － 

小谷村 姫川流域=18，中谷川流域=12.6 姫川流域=（5，18） － 

  

平成 31年 2 月 21日現在 

（別表 4）洪水注意報基準 

平成 30年 12月 18 日現在 



 

資料 21 

 

市町村等をまとめた地

域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水予報による基

準 

上田地域 上田市 浦野川流域 =12.8，室賀川流域

=5.8，阿鳥川流域=3.2，産川流域

=8.8，湯川流域=5.5，尾根川流域

=3，矢出沢川流域=5.9，神川流域

=14，大沢川流域=3.2，洗馬川流域

=9，傍陽川流域=4.4，角間川流域

=4.8，瀬沢川流域=2.8，依田川流

域=22.3，内村川流域=9，武石川流

域=10.8 

室賀川流域=（5，5），産川

流域=（5，8.2），湯川流域=

（5，4.4），尾根川流域=（5，

2.4），矢出沢川流域=（5，

4.7），傍陽川流域=（5，2.7），

千曲川流域=（5，42.4） 

千曲川［生田］，信濃川水系千

曲川上流［下越・塩名田］ 

東御市 金原川流域=2.4，求女川流域=3.7，

所沢川流域 =2.4，鹿曲川流域

=14.3， 

小相沢川流域=3.5，大石沢川流域

=2.3，西沢川流域=2 

金原川流域=（5，2.4），所

沢川流域=（5，2.2），大石

沢川流域=（5，1.8），西沢

川流域=（5，2） 

信濃川水系千曲川上流［下

越・塩名田］ 

青木村 浦野川流域=9.3，阿鳥川流域=3.2 － － 

長和町 依田川流域=15.4，五十鈴川流域

=3.2，大門川流域=11.1，追川流域

=4.8 

－ － 

佐久地域 小諸市 深沢川流域=3.9，中沢川流域=4.2，

蛇堀川流域=5，繰矢川流域=7.6，

湧玉川流域=3.2 

千曲川流域=（5，44） 信濃川水系千曲川上流［下

越・塩名田］ 

佐久市 布施川流域=5.3，濁川流域=5.4，

湯川流域=18.9，中沢川流域=3.3，

片貝川流域 =5.7，滑津川流域

=14.3，志賀川流域=9.6，雨川流域

=7.3，谷川流域=4.4，鹿曲川流域

=11.9，細小路川流域=6.3，八丁地

川流域=8.6 

布施川流域=（5，5.3），湯

川流域=（5，15.1），中沢川

流域=（5，3.3），片貝川流

域=（5，4.6），滑津川流域=

（5，14.3），志賀川流域=

（5，9.6），雨川流域=（5，

7.3），谷川流域=（5，3.8），

鹿曲川流域=（5，9.5），細

小路川流域=（5，5），千曲

川流域=（5，33.4） 

信濃川水系千曲川上流［下

越・塩名田］ 

小海町 千曲川流域 =29.3，本間川流域

=5.6，相木川流域=18，大月川流域

=6.3 

相木川流域=（5，18） － 

川上村 千曲川流域 =16.9，黒沢川流域

=7.8，金峰山川流域=8.2，西川流

域=8.4 

－ － 

南牧村 千曲川流域 =21.6，杣添川流域

=4.4，板橋川流域=4.3 

－ － 

南相木村 南相木川流域=8.3，栗生川流域

=5.2 

南相木川流域=（5，8.3） － 

北相木村 相木川流域=7 相木川流域=（5，7） － 

佐久穂町 千曲川流域 =33.6，北沢川流域

=3.7，抜井川流域=12.2，余地川流

域=4.6， 

大石川流域=9.4，石堂川流域=4.9，

入堂川流域=4 

千曲川流域=（5，33.6），北

沢川流域=（7，3.7），抜井

川流域=（6，9.8） 

－ 

軽井沢町 湯川流域=10.7，茂沢川流域=4.3，

発地川流域=6.9，泥川流域=8.6，

濁川流域=3.8 

－ － 

御代田町 繰矢川流域=5.6，濁川流域=4.6，

湯川流域=17.6 

湯川流域=（5，14.1） － 

立科町 番屋川流域=4.2，芦田川流域=4.5 － － 

 

（別表 4）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 



 

資料 22 

 

市町村等をまとめた地

域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水予報による基

準 

松本地域 松本 会田川流域=8.9，梓川流域=28.9，

大門沢川流域=4.1，女鳥羽川流域

=10.5，田川流域=11.9，薄川流域

=7.3，和泉川流域=2.7，塩沢川流

域=4.1，鎖川流域=9.9，牛伏川流

域=4.4 

梓川流域=（5，28.9），大門

沢川流域=（7，4.1），田川

流域=（6，9.5），薄川流域=

（6，5.8），和泉川流域=（6，

2.7），鎖川流域=（7，9.9），

奈良井川流域=（6，20.5） 

信濃川水系奈良井川［琵琶

橋・新橋］ 

塩尻 田川流域=8.2，権現川流域=2.2，

矢沢川流域=2.7，小曽部川流域

=4.4 

田川流域=（6，6.6），矢沢

川流域=（5，2.7），奈良井

川流域=（5，13.4） 

信濃川水系奈良井川［琵琶

橋・新橋］ 

安曇野市 犀川流域=39，潮沢川流域=3.6，会

田川流域=9.5，濁沢川流域=4.7，

高瀬川流域 =26.4，穂高川流域

=20.5，乳川流域=14.8，天満沢川

流域=5.1，烏川流域=13，万水川流

域=8.8，黒沢川流域=5，梓川流域

=28.9 

犀川流域=（5，31.2），潮沢

川流域=（5，3.6），会田川

流域=（5，9.5），万水川流

域=（5，8.8） 

－ 

麻績村 麻績川流域=8.5 － － 

生坂村 犀川流域=52，麻績川流域=14.4，

金熊川流域=8.2 

犀川流域=（5，41.6），麻績

川流域=（5，14.4） 

－ 

山形村 三間沢川流域=5.2，唐沢川流域

=3.6 

－ － 

朝日村 鎖川流域=8 － － 

筑北村 麻績川流域=13.6，別所川流域=6，

東条川流域=5.1，安坂川流域=4.8 

－ － 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 梓川流域 =19.3，島々谷川流域

=12.1，奈川流域=8.6，黒川流域

=4.4 

梓川流域=（7，15.4） － 

諏訪地域 岡谷市 十四瀬川流域=5.1，横河川流域

=6.5，塚間川流域=4.1，天竜川流

域=26 

十四瀬川流域=（5，5.1），

塚間川流域=（5，3.5） 

天竜川水系諏訪湖［釜口水門］ 

諏訪市 新川流域=3，宮川流域=10.8， 

上川流域=16.5，角間川流域=4.5，

沢川流域=4 

新川流域=（5，2.4），角間

川流域=（5，3.6），沢川流

域=（5，3.2） 

天竜川水系諏訪湖［釜口水門］ 

茅野市 上川流域=15.1，柳川流域=8.8，宮

川流域=10.7，渋川流域=6.9，滝ノ

湯川流域=6.5 

－ － 

下諏訪町 承知川流域=3.8，砥川流域=9，十

四瀬川流域=4 

承知川流域=（7，3），十四

瀬川流域=（7，3.2） 

天竜川水系諏訪湖［釜口水門］ 

富士見町 宮川流域=3.7，釜無川流域=17.6，

乙貝川流域=2.4，立場川流域=8.1 

－ － 

原村 弓振川流域=4，小早川流域=2，阿

久川流域=4，道祖神川流域=1.7 

－ － 

 

（別表 4）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 
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市町村等をまとめた地

域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水予報による基

準 

上伊那地域 伊那市 瀬沢川流域=3.2，棚沢川流域=6.1，

戸谷川流域=3.6，小沢川流域=7.4，

小黒川流域=5.7，犬田切川流域

=3.8，猪ノ沢川流域=3，大沢川流

域=2.9，三峰川流域=23.6，新山川

流域=3.8，藤沢川流域=8.5，松倉

川流域=3.5，山室川流域=5，黒川

流域=12.5，大清水川流域=4.3，粟

沢川流域=3.6 

戸谷川流域=（5，2.9），小

黒川流域=（5，4.6），猪ノ

沢川流域=（5，2.4），大沢

川流域=（5，2.3），三峰川

流域=（6，18.9），新山川流

域=（6，3.2），藤沢川流域=

（6，6.8），大清水川流域=

（5，4.3） 

天竜川上流［伊那富・沢渡］ 

駒ヶ根市 太田切川流域 =14，塩田川流域

=2.2，大曽倉川流域=3.3，下間川

流域=3.2，田沢川流域=3.3，上穂

沢川流域=4.7，中田切川流域=5.3 

－ 天竜川上流［沢渡］ 

辰野町 上野川流域=3.2，横川川流域=9.1，

小横川川流域=4.9，小野川流域

=5.7，沢底川流域=4.4 

上野川流域=（6，2.6），横

川川流域=（5，9.1），小横

川川流域=（5，4.9），小野

川流域=（5，5.7），天竜川

流域=（5，28.8） 

天竜川上流［伊那富］ 

箕輪町 桑沢川流域=2.9，沢川流域=7.1，

深沢川流域=4.3，帯無川流域=4.9 

－ 天竜川上流［伊那富］ 

飯島町 中田切川流域=4.4，郷沢川流域

=4.8，与田切川流域=8，子生沢川

流域=3.1 

天竜川流域=（7，43） 天竜川上流［沢渡］ 

南箕輪村 大泉川流域=4.4，大清水川流域

=4.4 

大清水川流域=（5，4.4） 天竜川上流［伊那富］ 

中川村 子生沢川流域=3.8，日向沢川流域

=6.9，小渋川流域=25.3 

天竜川流域=（7，43.7） 天竜川上流［沢渡］ 

宮田村 大沢川流域=3.6，太田切川流域=14 － 天竜川上流［沢渡］ 

木曽地域 楢川 奈良井川流域=8.4 － － 

上松町 木曽川流域=44.3，滑川流域=6.8，

小川流域=10.8，十王沢川流域=4.1 

木曽川流域=（5，44.3） － 

南木曽町 木曽川流域=51.1，坪川流域=6.9，

蘭川流域=12.4，柿其川流域=9.4 

－ － 

木祖村 木曽川流域=14.7，菅川流域=3.6，

笹川流域=8.3 

－ － 

王滝村 王滝川流域=17.6，大又川流域=4，

溝口川流域=4.4，鈴ヶ沢流域=5.8 

－ － 

大桑村 木曽川流域 =46.2，殿小川流域

=5.6，伊那川流域=16.1 

木曽川流域=（6，37） － 

木曽町 木曽川流域 =22.8，王滝川流域

=34.9，中沢川流域=3.8，本洞川流

域=5.3，西野川流域=8.2，白川流

域=8，湯川流域=5.7，末川流域

=8.3，把之沢川流域=4.7，髭沢川

流域=4.4，八沢川流域=4.3，黒川

流域=10.6，西洞川流域=4.3，正沢

川流域=7.6 

木曽川流域=（6，22.8），中

沢川流域=（5，3.8），八沢

川流域=（5，3.8），黒川流

域=（5，9.8），西洞川流域=

（7，4.3） 

－ 

 

（別表 4）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 
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市町村等をまとめた地

域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水予報による基

準 

下伊那地域 飯田市 土曽川流域=3.3，松川流域=17.2，

野底川流域=6，富田沢川流域=3.2，

新川流域=3.3，弟川流域=3.9，遠

山川流域=30.3，上村川流域=11.3 

弟川流域=（5，3.9） 天竜川上流［市田・天竜峡］ 

松川町 福沢川流域=3.2 － 天竜川上流［沢渡・市田］ 

高森町 田沢川流域=3.9，胡麻目川流域=4，

大島川流域=5.4，江戸ヶ沢川流域

=2.8 

－ 天竜川上流［市田］ 

阿南町 門原川流域 =6，和知野川流域

=23.6，売木川流域=16.4，早木戸

川流域=6.2，天竜川流域=60.8 

門原川流域=（7，4.8），売

木川流域=（7，13.1），早木

戸川流域=（5，6.2） 

－ 

阿智村 阿智川流域 =20.8，河内川流域

=4.5，大沢川流域=5.9，本谷川流

域=12.8，清内路川流域=6.8，和知

野川流域=10.9 

阿智川流域=（7，16.6），河

内川流域=（7，3.6），本谷

川流域=（7，10.2） 

－ 

平谷村 上村川流域=10，平谷川流域=14.8 平谷川流域=（5，14.8） － 

根羽村 矢作川流域=18.9，小川川流域=7.4 小川川流域=（7，5.9） － 

下條村 白又川流域=4.4，牛ヶ爪川流域

=4.8，天竜川流域=60.1 

牛ヶ爪川流域=（5，4.7） － 

売木村 売木川流域=5.8，軒川流域=7.2 売木川流域=（5，5.8） － 

天龍村 天竜川流域 =70.6，遠山川流域

=31.2，早木戸川流域=9.9 

－ － 

泰阜村 矢筈川流域=3.6，左京川流域=3.9，

天竜川流域=60.8 

－ － 

喬木村 壬生沢川流域=3.1，加々須川流域

=5.8，小川川流域=12 

加々須川流域=（5，4.6），

小川川流域=（5，9.6） 

天竜川上流［市田・天竜峡］ 

豊丘村 寺沢川流域=3.2，虻川流域=7.7，

壬生沢川流域=3.3 

－ 天竜川上流［市田］ 

大鹿村 小渋川流域 =23.6，鹿塩川流域

=12.9，塩川流域=9.4 

－ － 

 

（別表 4）つづき 

平成 30年 12月 18 日現在 
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資料６長野県の注意報・警報発表区域 
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資料７ 長野県の注意報・警報発表状況 
（平成 29年 8月 11 日～平成 30年 12月 25日：地すべり事例期間） 

 

 

 

 

 

 



特 別 警 報 警　　報 注　意　報

08/11 04:40 長野県 雷 濃霧 ▽12

08/11 10:29 北部 雷

08/11 10:29 上田地域 雷

08/11 10:29 佐久地域 雷 濃霧

08/11 10:29 松本地域 雷

08/11 10:29 乗鞍上高地地域 雷

08/11 10:29 諏訪地域 雷

08/11 10:29 南部 雷

08/11 16:40 長野地域 大雨 雷 洪水

08/11 16:40 中野飯山地域 大雨 雷

08/11 16:40 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 16:40 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 16:40 佐久地域 雷 濃霧

08/11 16:40 松本地域 雷

08/11 16:40 乗鞍上高地地域 雷

08/11 16:40 諏訪地域 雷

08/11 16:40 南部 雷

08/11 17:32 長野地域 大雨 雷 洪水

08/11 17:32 中野飯山地域 大雨 雷

08/11 17:32 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 17:32 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 17:32 佐久地域 雷 濃霧

08/11 17:32 松本地域 雷

08/11 17:32 乗鞍上高地地域 雷

08/11 17:32 諏訪地域 雷

08/11 17:32 南部 雷

08/11 18:22 長野地域 洪水 大雨 雷

08/11 18:22 中野飯山地域 大雨 雷

08/11 18:22 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 18:22 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 18:22 佐久地域 雷 濃霧

08/11 18:22 松本地域 雷

08/11 18:22 乗鞍上高地地域 雷

08/11 18:22 諏訪地域 雷

08/11 18:22 南部 雷

08/11 18:48 長野地域 大雨 洪水 雷

08/11 18:48 中野飯山地域 大雨 雷 洪水

08/11 18:48 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 18:48 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 18:48 佐久地域 雷 濃霧

08/11 18:48 松本地域 雷

08/11 18:48 乗鞍上高地地域 雷

08/11 18:48 諏訪地域 雷

08/11 18:48 南部 雷

08/11 19:04 長野地域 大雨 洪水 雷

08/11 19:04 中野飯山地域 大雨 雷 洪水

08/11 19:04 大北地域 大雨 洪水 雷

08/11 19:04 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 19:04 佐久地域 雷 濃霧

08/11 19:04 松本地域 雷

08/11 19:04 乗鞍上高地地域 雷

08/11 19:04 諏訪地域 雷

08/11 19:04 南部 雷

08/11 19:32 北部 大雨 洪水 雷

08/11 19:32 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 19:32 佐久地域 雷 濃霧

08/11 19:32 松本地域 雷

08/11 19:32 乗鞍上高地地域 雷

08/11 19:32 諏訪地域 雷

注警報発表日時 　地　　域
種　　類

解 除
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特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

08/11 19:32 南部 雷

08/11 19:56 北部 大雨 洪水 雷

08/11 19:56 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 19:56 佐久地域 雷 濃霧

08/11 19:56 松本地域 雷

08/11 19:56 乗鞍上高地地域 雷

08/11 19:56 諏訪地域 雷

08/11 19:56 南部 雷

08/11 20:38 北部 大雨 洪水 雷

08/11 20:38 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 20:38 佐久地域 雷 濃霧

08/11 20:38 松本地域 雷

08/11 20:38 乗鞍上高地地域 雷

08/11 20:38 諏訪地域 雷

08/11 20:38 南部 雷

08/11 22:34 長野地域 大雨 洪水 雷

08/11 22:34 中野飯山地域 大雨 洪水 雷

08/11 22:34 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 22:34 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 22:34 佐久地域 雷 濃霧

08/11 22:34 松本地域 雷

08/11 22:34 乗鞍上高地地域 雷

08/11 22:34 諏訪地域 雷

08/11 22:34 南部 雷

08/11 23:04 長野地域 大雨 洪水 雷

08/11 23:04 中野飯山地域 大雨 洪水 雷

08/11 23:04 大北地域 大雨 雷 洪水

08/11 23:04 上田地域 大雨 雷 洪水

08/11 23:04 佐久地域 雷 濃霧

08/11 23:04 松本地域 雷

08/11 23:04 乗鞍上高地地域 雷

08/11 23:04 諏訪地域 雷

08/11 23:04 南部 雷

08/12 00:15 長野地域 大雨 洪水 雷 濃霧

08/12 00:15 中野飯山地域 大雨 洪水 雷 濃霧

08/12 00:15 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 00:15 中部 雷 濃霧

08/12 00:15 南部 雷 濃霧

08/12 02:15 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 02:15 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 02:15 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 02:15 中部 雷 濃霧

08/12 02:15 南部 雷 濃霧

08/12 04:50 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 04:50 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 04:50 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 04:50 中部 雷 濃霧

08/12 04:50 南部 雷 濃霧

08/12 08:05 長野地域 大雨 雷 洪水

08/12 08:05 中野飯山地域 大雨 雷 洪水

08/12 08:05 大北地域 大雨 雷

08/12 08:05 中部 雷

08/12 08:05 南部 雷

08/12 08:57 北部 大雨 雷 洪水

08/12 08:57 中部 雷

08/12 08:57 南部 雷

08/12 13:20 北部 大雨 雷 洪水

08/12 13:20 上田地域 雷

08/12 13:20 佐久地域 大雨 雷
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特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

08/12 13:20 松本地域 雷

08/12 13:20 乗鞍上高地地域 雷

08/12 13:20 諏訪地域 大雨 雷

08/12 13:20 上伊那地域 大雨 雷

08/12 13:20 木曽地域 雷

08/12 13:20 下伊那地域 雷

08/12 15:39 長野地域 大雨 雷

08/12 15:39 中野飯山地域 大雨 雷

08/12 15:39 大北地域 大雨 雷

08/12 15:39 上田地域 大雨 雷 洪水

08/12 15:39 佐久地域 大雨 雷 洪水

08/12 15:39 松本地域 雷

08/12 15:39 乗鞍上高地地域 雷

08/12 15:39 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/12 15:39 上伊那地域 大雨 雷

08/12 15:39 木曽地域 雷

08/12 15:39 下伊那地域 雷

08/12 17:02 長野地域 大雨 雷

08/12 17:02 中野飯山地域 大雨 雷

08/12 17:02 大北地域 大雨 雷

08/12 17:02 上田地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:02 佐久地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:02 松本地域 雷

08/12 17:02 乗鞍上高地地域 雷

08/12 17:02 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:02 上伊那地域 大雨 雷

08/12 17:02 木曽地域 雷

08/12 17:02 下伊那地域 雷

08/12 17:35 長野地域 大雨 雷

08/12 17:35 中野飯山地域 大雨 雷

08/12 17:35 大北地域 大雨 雷

08/12 17:35 上田地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:35 佐久地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:35 松本地域 雷

08/12 17:35 乗鞍上高地地域 雷

08/12 17:35 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/12 17:35 上伊那地域 大雨 雷

08/12 17:35 木曽地域 雷

08/12 17:35 下伊那地域 雷

08/12 18:57 長野地域 大雨 雷 濃霧

08/12 18:57 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧

08/12 18:57 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 18:57 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 18:57 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 18:57 松本地域 雷 濃霧

08/12 18:57 乗鞍上高地地域 雷 濃霧

08/12 18:57 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 18:57 上伊那地域 大雨 雷 濃霧

08/12 18:57 木曽地域 雷 濃霧

08/12 18:57 下伊那地域 雷 洪水 濃霧

08/12 19:19 長野地域 大雨 雷 濃霧

08/12 19:19 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧

08/12 19:19 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 19:19 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 19:19 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 19:19 松本地域 雷 濃霧

08/12 19:19 乗鞍上高地地域 雷 濃霧

08/12 19:19 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 19:19 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
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08/12 19:19 木曽地域 雷 濃霧

08/12 19:19 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 20:23 長野地域 大雨 雷 濃霧

08/12 20:23 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧

08/12 20:23 大北地域 大雨 雷 濃霧

08/12 20:23 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 20:23 佐久地域 大雨 雷 濃霧

08/12 20:23 松本地域 雷 濃霧

08/12 20:23 乗鞍上高地地域 雷 濃霧

08/12 20:23 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 20:23 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 20:23 木曽地域 雷 濃霧

08/12 20:23 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 21:56 北部 大雨 雷 濃霧

08/12 21:56 上田地域 雷 洪水 濃霧

08/12 21:56 佐久地域 大雨 雷 濃霧

08/12 21:56 松本地域 雷 濃霧

08/12 21:56 乗鞍上高地地域 雷 濃霧

08/12 21:56 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 21:56 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 21:56 木曽地域 雷 洪水 濃霧

08/12 21:56 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 22:52 長野地域 雷 濃霧

08/12 22:52 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧

08/12 22:52 大北地域 雷 濃霧

08/12 22:52 上田地域 雷 洪水 濃霧

08/12 22:52 佐久地域 大雨 雷 濃霧

08/12 22:52 松本地域 雷 濃霧

08/12 22:52 乗鞍上高地地域 雷 濃霧

08/12 22:52 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 22:52 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/12 22:52 木曽地域 雷 洪水 濃霧

08/12 22:52 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/13 00:32 長野地域 濃霧

08/13 00:32 中野飯山地域 大雨 濃霧

08/13 00:32 大北地域 濃霧

08/13 00:32 中部 濃霧

08/13 00:32 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧

08/13 00:32 木曽地域 濃霧

08/13 00:32 下伊那地域 大雨 洪水 濃霧

08/13 04:22 長野県 濃霧

08/13 10:21 中部 雷

08/13 10:21 南部 雷

08/13 16:48 中部 雷

08/13 16:48 上伊那地域 雷 洪水

08/13 16:48 木曽地域 雷

08/13 16:48 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 17:11 上田地域 雷

08/13 17:11 佐久地域 雷

08/13 17:11 松本地域 雷

08/13 17:11 乗鞍上高地地域 雷

08/13 17:11 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/13 17:11 上伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 17:11 木曽地域 雷

08/13 17:11 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 19:34 上田地域 大雨 雷

08/13 19:34 佐久地域 大雨 雷

08/13 19:34 松本地域 雷

08/13 19:34 乗鞍上高地地域 雷
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08/13 19:34 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/13 19:34 上伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 19:34 木曽地域 雷

08/13 19:34 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 20:01 上田地域 大雨 雷

08/13 20:01 佐久地域 大雨 雷

08/13 20:01 松本地域 雷

08/13 20:01 乗鞍上高地地域 雷

08/13 20:01 諏訪地域 大雨 洪水 雷

08/13 20:01 上伊那地域 大雨 洪水 雷

08/13 20:01 木曽地域 雷

08/13 20:01 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 20:33 上田地域 大雨 雷 洪水

08/13 20:33 佐久地域 大雨 雷

08/13 20:33 松本地域 雷

08/13 20:33 乗鞍上高地地域 雷

08/13 20:33 諏訪地域 大雨 洪水 雷

08/13 20:33 上伊那地域 大雨 洪水 雷

08/13 20:33 木曽地域 雷

08/13 20:33 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 21:09 上田地域 大雨 雷 洪水

08/13 21:09 佐久地域 大雨 雷

08/13 21:09 松本地域 雷

08/13 21:09 乗鞍上高地地域 雷

08/13 21:09 諏訪地域 大雨 洪水 雷

08/13 21:09 上伊那地域 大雨 洪水 雷

08/13 21:09 木曽地域 雷

08/13 21:09 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/13 23:12 上田地域 大雨 雷 洪水

08/13 23:12 佐久地域 大雨 雷

08/13 23:12 松本地域 雷

08/13 23:12 乗鞍上高地地域 雷

08/13 23:12 諏訪地域 大雨 洪水 雷

08/13 23:12 上伊那地域 大雨 洪水 雷

08/13 23:12 木曽地域 雷

08/13 23:12 下伊那地域 大雨 雷

08/14 01:05 上田地域 大雨 雷 洪水

08/14 01:05 佐久地域 大雨 雷

08/14 01:05 松本地域 雷

08/14 01:05 乗鞍上高地地域 雷

08/14 01:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/14 01:05 上伊那地域 大雨 雷 洪水

08/14 01:05 木曽地域 雷

08/14 01:05 下伊那地域 雷

08/14 03:17 上田地域 大雨 雷 洪水

08/14 03:17 佐久地域 大雨 雷

08/14 03:17 松本地域 雷

08/14 03:17 乗鞍上高地地域 雷

08/14 03:17 諏訪地域 大雨 雷 洪水

08/14 03:17 上伊那地域 大雨 雷 洪水

08/14 03:17 木曽地域 雷

08/14 03:17 下伊那地域 雷

08/14 05:01 上田地域 大雨 洪水

08/14 05:01 佐久地域 大雨

08/14 05:01 諏訪地域 大雨 洪水

08/14 05:01 上伊那地域 大雨 洪水

08/14 06:41 北部 雷

08/14 06:41 中部 雷

08/14 06:41 上伊那地域 雷 洪水
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08/14 06:41 木曽地域 雷

08/14 06:41 下伊那地域 雷

08/14 10:17 長野県 雷

08/14 15:56 長野地域 大雨 雷

08/14 15:56 中野飯山地域 大雨 雷

08/14 15:56 大北地域 雷

08/14 15:56 上田地域 大雨 雷

08/14 15:56 佐久地域 大雨 雷

08/14 15:56 松本地域 雷

08/14 15:56 乗鞍上高地地域 雷

08/14 15:56 諏訪地域 大雨 雷

08/14 15:56 上伊那地域 大雨 雷

08/14 15:56 木曽地域 雷

08/14 15:56 下伊那地域 雷

08/14 16:54 長野地域 大雨 雷

08/14 16:54 中野飯山地域 大雨 雷

08/14 16:54 大北地域 雷

08/14 16:54 上田地域 大雨 雷

08/14 16:54 佐久地域 大雨 雷

08/14 16:54 松本地域 大雨 雷 洪水

08/14 16:54 乗鞍上高地地域 雷

08/14 16:54 諏訪地域 大雨 雷

08/14 16:54 上伊那地域 大雨 雷

08/14 16:54 木曽地域 雷

08/14 16:54 下伊那地域 雷

08/14 17:37 長野地域 大雨 雷

08/14 17:37 中野飯山地域 大雨 雷

08/14 17:37 大北地域 雷

08/14 17:37 上田地域 大雨 雷 洪水

08/14 17:37 佐久地域 大雨 雷 洪水

08/14 17:37 松本地域 大雨 雷 洪水

08/14 17:37 乗鞍上高地地域 雷

08/14 17:37 諏訪地域 大雨 雷

08/14 17:37 上伊那地域 大雨 雷

08/14 17:37 木曽地域 雷

08/14 17:37 下伊那地域 雷

08/14 18:29 長野地域 大雨 雷

08/14 18:29 中野飯山地域 大雨 雷

08/14 18:29 大北地域 雷

08/14 18:29 上田地域 大雨 雷 洪水

08/14 18:29 佐久地域 大雨 雷 洪水

08/14 18:29 松本地域 大雨 雷 洪水

08/14 18:29 乗鞍上高地地域 雷

08/14 18:29 諏訪地域 大雨 雷

08/14 18:29 上伊那地域 大雨 雷

08/14 18:29 木曽地域 雷

08/14 18:29 下伊那地域 雷

08/14 20:47 長野地域 大雨 雷

08/14 20:47 中野飯山地域 大雨 雷

08/14 20:47 大北地域 雷

08/14 20:47 上田地域 大雨 雷 洪水

08/14 20:47 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧

08/14 20:47 松本地域 大雨 雷 洪水

08/14 20:47 乗鞍上高地地域 雷

08/14 20:47 諏訪地域 大雨 雷

08/14 20:47 上伊那地域 大雨 雷 洪水

08/14 20:47 木曽地域 雷

08/14 20:47 下伊那地域 雷

08/14 22:20 長野地域 大雨
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08/14 22:20 上田地域 大雨

08/14 22:20 佐久地域 大雨 濃霧

08/14 22:20 諏訪地域 大雨

08/14 22:20 上伊那地域 大雨

08/15 04:50 上田地域 大雨

08/15 04:50 佐久地域 大雨 濃霧

08/15 04:50 諏訪地域 大雨

08/15 04:50 上伊那地域 大雨

08/15 10:10 上田地域 大雨

08/15 10:10 佐久地域 大雨

08/15 10:10 諏訪地域 大雨

08/15 10:10 上伊那地域 大雨

08/15 20:21 佐久地域 濃霧

08/16 04:50 上田地域 大雨

08/16 04:50 佐久地域 大雨 濃霧

08/16 04:50 諏訪地域 大雨

08/16 04:50 上伊那地域 大雨

08/16 06:47 北部 雷

08/16 06:47 上田地域 大雨 雷

08/16 06:47 佐久地域 大雨 雷

08/16 06:47 松本地域 雷

08/16 06:47 乗鞍上高地地域 雷

08/16 06:47 諏訪地域 大雨 雷

08/16 06:47 上伊那地域 大雨 雷

08/16 06:47 木曽地域 大雨 雷

08/16 06:47 下伊那地域 雷

08/16 10:06 北部 雷

08/16 10:06 上田地域 大雨 雷

08/16 10:06 佐久地域 大雨 雷

08/16 10:06 松本地域 雷

08/16 10:06 乗鞍上高地地域 雷

08/16 10:06 諏訪地域 大雨 雷

08/16 10:06 南部 大雨 雷

08/16 10:33 北部 雷

08/16 10:33 上田地域 大雨 雷

08/16 10:33 佐久地域 大雨 雷

08/16 10:33 松本地域 雷

08/16 10:33 乗鞍上高地地域 雷

08/16 10:33 諏訪地域 大雨 雷

08/16 10:33 上伊那地域 大雨 雷

08/16 10:33 木曽地域 大雨 雷

08/16 10:33 下伊那地域 大雨 雷 洪水

08/16 16:47 北部 雷

08/16 16:47 上田地域 大雨 雷

08/16 16:47 佐久地域 大雨 雷

08/16 16:47 松本地域 雷

08/16 16:47 乗鞍上高地地域 雷

08/16 16:47 諏訪地域 大雨 雷

08/16 16:47 南部 大雨 雷

08/16 21:30 長野県 濃霧

08/17 08:10 長野県 雷

08/17 13:50 北部 雷

08/17 13:50 上田地域 大雨 雷

08/17 13:50 佐久地域 大雨 雷

08/17 13:50 松本地域 雷

08/17 13:50 乗鞍上高地地域 雷

08/17 13:50 諏訪地域 大雨 雷

08/17 13:50 南部 雷

08/17 16:50 長野地域 大雨 雷
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08/17 16:50 中野飯山地域 大雨 雷

08/17 16:50 大北地域 雷

08/17 16:50 上田地域 大雨 雷

08/17 16:50 佐久地域 大雨 雷

08/17 16:50 松本地域 大雨 雷

08/17 16:50 乗鞍上高地地域 雷

08/17 16:50 諏訪地域 大雨 雷

08/17 16:50 南部 雷

08/17 17:03 長野地域 大雨 雷 洪水

08/17 17:03 中野飯山地域 大雨 雷

08/17 17:03 大北地域 雷

08/17 17:03 上田地域 大雨 雷

08/17 17:03 佐久地域 大雨 雷

08/17 17:03 松本地域 大雨 雷 洪水

08/17 17:03 乗鞍上高地地域 雷

08/17 17:03 諏訪地域 大雨 雷

08/17 17:03 南部 雷

08/17 18:51 長野地域 大雨 雷 洪水

08/17 18:51 中野飯山地域 大雨 雷

08/17 18:51 大北地域 雷

08/17 18:51 上田地域 大雨 雷

08/17 18:51 佐久地域 大雨 雷

08/17 18:51 松本地域 大雨 雷 洪水

08/17 18:51 乗鞍上高地地域 雷

08/17 18:51 諏訪地域 大雨 雷

08/17 18:51 南部 雷

08/17 19:57 長野地域 大雨 雷 洪水

08/17 19:57 中野飯山地域 大雨 雷 洪水

08/17 19:57 大北地域 雷

08/17 19:57 上田地域 大雨 雷

08/17 19:57 佐久地域 大雨 雷

08/17 19:57 松本地域 大雨 雷 洪水

08/17 19:57 乗鞍上高地地域 雷

08/17 19:57 諏訪地域 大雨 雷

08/17 19:57 南部 雷

08/17 20:45 長野地域 大雨 洪水 雷

08/17 20:45 中野飯山地域 大雨 洪水 雷

08/17 20:45 大北地域 雷

08/17 20:45 上田地域 大雨 雷

08/17 20:45 佐久地域 大雨 雷

08/17 20:45 松本地域 大雨 雷 洪水
08/17 20:45 乗鞍上高地地域 雷
08/17 20:45 諏訪地域 大雨 雷
08/17 20:45 南部 雷
08/17 21:10 長野地域 大雨 洪水 雷
08/17 21:10 中野飯山地域 大雨 洪水 雷
08/17 21:10 大北地域 雷
08/17 21:10 上田地域 大雨 雷 洪水
08/17 21:10 佐久地域 大雨 雷
08/17 21:10 松本地域 大雨 雷 洪水
08/17 21:10 乗鞍上高地地域 雷
08/17 21:10 諏訪地域 大雨 雷
08/17 21:10 南部 雷
08/17 21:31 長野地域 大雨 洪水 雷
08/17 21:31 中野飯山地域 大雨 洪水 雷
08/17 21:31 大北地域 雷
08/17 21:31 上田地域 大雨 雷 洪水
08/17 21:31 佐久地域 大雨 雷
08/17 21:31 松本地域 大雨 雷 洪水
08/17 21:31 乗鞍上高地地域 雷
08/17 21:31 諏訪地域 大雨 雷
08/17 21:31 南部 雷
08/17 22:17 長野地域 大雨 洪水 雷
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08/17 22:17 中野飯山地域 大雨 洪水 雷
08/17 22:17 大北地域 雷
08/17 22:17 上田地域 大雨 雷 洪水
08/17 22:17 佐久地域 大雨 雷
08/17 22:17 松本地域 大雨 雷 洪水
08/17 22:17 乗鞍上高地地域 雷
08/17 22:17 諏訪地域 大雨 雷
08/17 22:17 南部 雷
08/18 00:15 長野地域 洪水 大雨 雷
08/18 00:15 中野飯山地域 大雨 洪水 雷
08/18 00:15 大北地域 雷
08/18 00:15 上田地域 大雨 洪水 雷
08/18 00:15 佐久地域 大雨 雷
08/18 00:15 松本地域 雷 洪水
08/18 00:15 乗鞍上高地地域 雷
08/18 00:15 諏訪地域 雷
08/18 00:15 南部 雷
08/18 00:37 長野地域 大雨 洪水 雷
08/18 00:37 中野飯山地域 大雨 洪水 雷
08/18 00:37 大北地域 雷
08/18 00:37 上田地域 大雨 洪水 雷
08/18 00:37 佐久地域 大雨 雷
08/18 00:37 松本地域 雷 洪水
08/18 00:37 乗鞍上高地地域 雷
08/18 00:37 諏訪地域 雷
08/18 00:37 南部 雷
08/18 04:46 長野地域 大雨 雷 洪水
08/18 04:46 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/18 04:46 大北地域 雷
08/18 04:46 上田地域 大雨 雷 洪水
08/18 04:46 佐久地域 大雨 雷
08/18 04:46 松本地域 大雨 雷 洪水
08/18 04:46 乗鞍上高地地域 雷
08/18 04:46 諏訪地域 大雨 雷
08/18 04:46 南部 雷
08/18 08:18 長野地域 大雨 雷 洪水
08/18 08:18 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/18 08:18 大北地域 雷
08/18 08:18 上田地域 大雨 雷 洪水
08/18 08:18 佐久地域 大雨 雷
08/18 08:18 松本地域 大雨 雷
08/18 08:18 乗鞍上高地地域 雷
08/18 08:18 諏訪地域 大雨 雷
08/18 08:18 南部 大雨 雷
08/18 09:26 長野地域 大雨 雷 洪水
08/18 09:26 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/18 09:26 大北地域 雷
08/18 09:26 上田地域 大雨 雷 洪水
08/18 09:26 佐久地域 大雨 雷
08/18 09:26 松本地域 大雨 雷
08/18 09:26 乗鞍上高地地域 雷
08/18 09:26 諏訪地域 大雨 雷
08/18 09:26 南部 大雨 雷
08/18 10:50 長野地域 大雨 雷
08/18 10:50 中野飯山地域 大雨 雷
08/18 10:50 大北地域 雷
08/18 10:50 中部 雷
08/18 10:50 南部 大雨 雷
08/18 11:58 長野地域 大雨 雷
08/18 11:58 中野飯山地域 大雨 雷
08/18 11:58 大北地域 雷
08/18 11:58 中部 雷
08/18 11:58 上伊那地域 大雨 雷
08/18 11:58 木曽地域 大雨 雷
08/18 11:58 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/18 13:52 長野地域 大雨 雷
08/18 13:52 中野飯山地域 大雨 雷
08/18 13:52 大北地域 雷
08/18 13:52 中部 雷
08/18 13:52 南部 雷
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08/18 16:32 北部 大雨 雷
08/18 16:32 上田地域 大雨 雷
08/18 16:32 佐久地域 雷
08/18 16:32 松本地域 大雨 雷
08/18 16:32 乗鞍上高地地域 雷
08/18 16:32 諏訪地域 雷
08/18 16:32 南部 雷
08/18 16:55 長野地域 大雨 雷
08/18 16:55 中野飯山地域 大雨 雷
08/18 16:55 大北地域 大雨 雷 洪水
08/18 16:55 上田地域 大雨 雷
08/18 16:55 佐久地域 雷
08/18 16:55 松本地域 大雨 雷 洪水
08/18 16:55 乗鞍上高地地域 雷
08/18 16:55 諏訪地域 雷
08/18 16:55 南部 雷
08/18 19:07 北部 大雨 雷
08/18 19:07 上田地域 大雨 雷
08/18 19:07 佐久地域 雷
08/18 19:07 松本地域 雷
08/18 19:07 乗鞍上高地地域 雷
08/18 19:07 諏訪地域 雷
08/18 19:07 上伊那地域 大雨 雷
08/18 19:07 木曽地域 雷
08/18 19:07 下伊那地域 雷
08/18 20:37 北部 雷 濃霧
08/18 20:37 中部 雷 濃霧
08/18 20:37 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
08/18 20:37 木曽地域 大雨 雷 濃霧
08/18 20:37 下伊那地域 雷 濃霧
08/19 03:42 長野県 雷 濃霧
08/19 07:40 北部 大雨 雷
08/19 07:40 上田地域 大雨 雷
08/19 07:40 佐久地域 大雨 雷
08/19 07:40 松本地域 大雨 雷
08/19 07:40 乗鞍上高地地域 雷
08/19 07:40 諏訪地域 大雨 雷
08/19 07:40 南部 雷
08/19 16:50 北部 大雨 雷
08/19 16:50 上田地域 大雨 雷
08/19 16:50 佐久地域 大雨 雷
08/19 16:50 松本地域 大雨 雷
08/19 16:50 乗鞍上高地地域 雷
08/19 16:50 諏訪地域 大雨 雷
08/19 16:50 南部 雷
08/19 17:49 北部 大雨 雷
08/19 17:49 上田地域 大雨 雷 洪水
08/19 17:49 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/19 17:49 松本地域 大雨 雷
08/19 17:49 乗鞍上高地地域 雷
08/19 17:49 諏訪地域 大雨 雷
08/19 17:49 南部 雷
08/19 19:26 長野地域 雷
08/19 19:26 中野飯山地域 大雨 雷
08/19 19:26 大北地域 雷
08/19 19:26 上田地域 大雨 雷 洪水
08/19 19:26 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/19 19:26 松本地域 大雨 雷 洪水
08/19 19:26 乗鞍上高地地域 雷
08/19 19:26 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/19 19:26 南部 雷
08/19 20:37 長野地域 雷
08/19 20:37 中野飯山地域 大雨 雷
08/19 20:37 大北地域 雷
08/19 20:37 上田地域 大雨 雷 洪水
08/19 20:37 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/19 20:37 松本地域 大雨 雷 洪水
08/19 20:37 乗鞍上高地地域 雷
08/19 20:37 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/19 20:37 南部 雷

資料　36



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

08/19 21:03 長野地域 雷
08/19 21:03 中野飯山地域 大雨 雷
08/19 21:03 大北地域 雷
08/19 21:03 上田地域 大雨 雷 洪水
08/19 21:03 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/19 21:03 松本地域 大雨 雷 洪水
08/19 21:03 乗鞍上高地地域 雷
08/19 21:03 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/19 21:03 南部 雷
08/19 22:25 長野地域 雷
08/19 22:25 中野飯山地域 大雨 雷
08/19 22:25 大北地域 雷
08/19 22:25 上田地域 大雨 雷 洪水
08/19 22:25 佐久地域 大雨 洪水 雷
08/19 22:25 松本地域 大雨 雷 洪水
08/19 22:25 乗鞍上高地地域 雷
08/19 22:25 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/19 22:25 南部 雷
08/20 00:05 北部 雷
08/20 00:05 上田地域 大雨 雷
08/20 00:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/20 00:05 松本地域 雷
08/20 00:05 乗鞍上高地地域 雷
08/20 00:05 諏訪地域 雷
08/20 00:05 南部 雷
08/20 02:06 佐久地域 大雨
08/20 04:31 佐久地域 濃霧
08/20 07:30 長野県 雷
08/20 22:53 佐久地域 濃霧
08/21 07:34 長野県 雷
08/21 16:25 北部 大雨 雷
08/21 16:25 上田地域 大雨 雷
08/21 16:25 佐久地域 大雨 雷
08/21 16:25 松本地域 雷
08/21 16:25 乗鞍上高地地域 雷
08/21 16:25 諏訪地域 大雨 雷
08/21 16:25 南部 雷
08/21 17:06 長野地域 大雨 雷 洪水
08/21 17:06 中野飯山地域 大雨 雷
08/21 17:06 大北地域 大雨 雷
08/21 17:06 上田地域 大雨 洪水 雷
08/21 17:06 佐久地域 大雨 雷
08/21 17:06 松本地域 大雨 雷
08/21 17:06 乗鞍上高地地域 雷
08/21 17:06 諏訪地域 大雨 雷
08/21 17:06 南部 雷
08/21 17:34 長野地域 大雨 洪水 雷
08/21 17:34 中野飯山地域 大雨 雷
08/21 17:34 大北地域 大雨 雷
08/21 17:34 上田地域 大雨 洪水 雷
08/21 17:34 佐久地域 大雨 雷
08/21 17:34 松本地域 大雨 雷 洪水
08/21 17:34 乗鞍上高地地域 雷
08/21 17:34 諏訪地域 大雨 雷
08/21 17:34 南部 雷
08/21 19:05 長野地域 大雨 洪水 雷
08/21 19:05 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/21 19:05 大北地域 大雨 雷
08/21 19:05 上田地域 大雨 洪水 雷
08/21 19:05 佐久地域 大雨 雷
08/21 19:05 松本地域 大雨 雷 洪水
08/21 19:05 乗鞍上高地地域 雷
08/21 19:05 諏訪地域 大雨 雷
08/21 19:05 南部 雷
08/21 20:18 長野地域 大雨 洪水 雷
08/21 20:18 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/21 20:18 大北地域 大雨 雷
08/21 20:18 上田地域 大雨 雷 洪水
08/21 20:18 佐久地域 雷
08/21 20:18 松本地域 大雨 雷 洪水
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08/21 20:18 乗鞍上高地地域 雷
08/21 20:18 諏訪地域 雷
08/21 20:18 南部 雷
08/21 21:10 長野地域 大雨 雷 洪水
08/21 21:10 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/21 21:10 大北地域 雷
08/21 21:10 上田地域 大雨 雷
08/21 21:10 佐久地域 雷
08/21 21:10 松本地域 雷
08/21 21:10 乗鞍上高地地域 雷
08/21 21:10 諏訪地域 雷
08/21 21:10 南部 雷
08/21 22:55 長野地域 濃霧
08/21 22:55 中野飯山地域 大雨 濃霧
08/21 22:55 大北地域 濃霧
08/21 22:55 上田地域 大雨 濃霧
08/21 22:55 佐久地域 濃霧
08/21 22:55 松本地域 濃霧
08/21 22:55 乗鞍上高地地域 濃霧
08/21 22:55 諏訪地域 濃霧
08/21 22:55 南部 濃霧
08/22 01:55 長野県 濃霧
08/22 04:40 長野県 雷 濃霧
08/22 07:50 長野県 雷
08/22 16:30 長野地域 大雨 雷
08/22 16:30 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/22 16:30 大北地域 大雨 雷
08/22 16:30 上田地域 大雨 雷
08/22 16:30 佐久地域 雷
08/22 16:30 松本地域 雷
08/22 16:30 乗鞍上高地地域 雷
08/22 16:30 諏訪地域 雷
08/22 16:30 南部 雷
08/22 18:32 長野地域 大雨 雷
08/22 18:32 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/22 18:32 大北地域 大雨 雷
08/22 18:32 上田地域 大雨 雷
08/22 18:32 佐久地域 雷
08/22 18:32 松本地域 雷
08/22 18:32 乗鞍上高地地域 雷
08/22 18:32 諏訪地域 雷
08/22 18:32 上伊那地域 雷
08/22 18:32 木曽地域 雷 洪水
08/22 18:32 下伊那地域 雷
08/22 21:10 長野地域 大雨 雷 濃霧
08/22 21:10 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
08/22 21:10 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/22 21:10 中部 雷 濃霧
08/22 21:10 南部 雷 濃霧
08/23 04:10 長野地域 雷 濃霧
08/23 04:10 中野飯山地域 雷 濃霧
08/23 04:10 大北地域 大雨 雷 濃霧
08/23 04:10 中部 濃霧
08/23 04:10 南部 濃霧
08/23 07:36 長野地域 雷 濃霧
08/23 07:36 中野飯山地域 雷 濃霧
08/23 07:36 大北地域 大雨 雷 濃霧
08/23 07:36 中部 濃霧
08/23 07:36 南部 濃霧
08/23 09:09 長野地域 雷
08/23 09:09 中野飯山地域 大雨 雷
08/23 09:09 大北地域 大雨 雷 洪水
08/23 16:51 大北地域 大雨
08/23 21:17 大北地域 大雨
08/24 04:55 長野地域 雷
08/24 04:55 中野飯山地域 雷
08/24 04:55 大北地域 大雨 雷
08/24 04:55 中部 雷
08/24 04:55 南部 雷
08/24 06:11 長野地域 雷
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08/24 06:11 中野飯山地域 雷
08/24 06:11 大北地域 大雨 雷
08/24 06:11 中部 雷
08/24 06:11 南部 雷
08/24 10:46 長野地域 雷
08/24 10:46 中野飯山地域 雷
08/24 10:46 大北地域 大雨 雷
08/24 10:46 中部 雷
08/24 10:46 南部 雷
08/24 16:52 長野県 解除
08/25 02:11 長野地域 雷
08/25 02:11 中野飯山地域 雷
08/25 02:11 大北地域 大雨 雷
08/25 02:11 中部 雷
08/25 02:11 南部 雷
08/25 07:12 長野地域 雷
08/25 07:12 中野飯山地域 大雨 雷
08/25 07:12 大北地域 大雨 雷
08/25 07:12 中部 雷
08/25 07:12 南部 雷
08/25 08:37 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 08:37 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/25 08:37 大北地域 大雨 雷 洪水
08/25 08:37 中部 雷
08/25 08:37 南部 雷
08/25 12:42 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 12:42 中野飯山地域 雷 洪水
08/25 12:42 大北地域 大雨 雷 洪水
08/25 12:42 上田地域 雷
08/25 12:42 佐久地域 雷
08/25 12:42 松本地域 雷 洪水
08/25 12:42 乗鞍上高地地域 雷
08/25 12:42 諏訪地域 雷
08/25 12:42 南部 雷
08/25 14:23 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/25 14:23 中野飯山地域 雷 洪水 濃霧
08/25 14:23 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/25 14:23 上田地域 雷 濃霧
08/25 14:23 佐久地域 雷 濃霧
08/25 14:23 松本地域 雷 洪水 濃霧
08/25 14:23 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/25 14:23 諏訪地域 雷 濃霧
08/25 14:23 南部 雷 濃霧
08/25 15:13 長野地域 雷 濃霧
08/25 15:13 中野飯山地域 雷 濃霧
08/25 15:13 大北地域 大雨 雷 濃霧
08/25 15:13 中部 雷 濃霧
08/25 15:13 南部 雷 濃霧
08/26 02:45 長野地域 大雨 雷 濃霧
08/26 02:45 中野飯山地域 雷 濃霧
08/26 02:45 大北地域 大雨 雷 濃霧
08/26 02:45 中部 雷 濃霧
08/26 02:45 南部 雷 濃霧
08/26 05:04 長野地域 大雨 雷 濃霧
08/26 05:04 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
08/26 05:04 大北地域 大雨 雷 濃霧
08/26 05:04 中部 雷 濃霧
08/26 05:04 南部 雷 濃霧
08/26 09:11 長野地域 濃霧
08/26 09:11 中野飯山地域 濃霧
08/26 09:11 大北地域 大雨 濃霧
08/26 09:11 中部 濃霧
08/26 09:11 南部 濃霧
08/26 10:34 大北地域 大雨
08/26 15:08 長野県 解除
08/27 05:50 長野県 濃霧
08/27 08:17 長野県 解除
08/29 04:53 南部 雷
08/29 10:14 長野県 解除
08/30 00:51 長野県 雷
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08/30 04:22 北部 雷 濃霧
08/30 04:22 中部 雷 濃霧
08/30 04:22 南部 雷
08/30 10:33 北部 雷 濃霧
08/30 10:33 上田地域 雷 濃霧
08/30 10:33 佐久地域 雷 濃霧
08/30 10:33 松本地域 雷
08/30 10:33 乗鞍上高地地域 雷
08/30 10:33 諏訪地域 雷
08/30 10:33 南部 雷
08/30 14:38 北部 雷 濃霧
08/30 14:38 上田地域 雷 濃霧
08/30 14:38 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/30 14:38 松本地域 雷
08/30 14:38 乗鞍上高地地域 雷
08/30 14:38 諏訪地域 雷
08/30 14:38 南部 雷
08/30 16:40 北部 雷 濃霧
08/30 16:40 上田地域 雷 濃霧
08/30 16:40 佐久地域 雷 濃霧
08/30 16:40 松本地域 雷
08/30 16:40 乗鞍上高地地域 雷
08/30 16:40 諏訪地域 雷
08/30 16:40 南部 雷
08/30 21:21 北部 濃霧
08/30 21:21 上田地域 濃霧
08/30 21:21 佐久地域 濃霧
08/31 10:24 長野県 解除
08/31 17:30 北部 濃霧
08/31 17:30 上田地域 濃霧
08/31 17:30 佐久地域 濃霧
09/01 04:41 北部 濃霧 低温
09/01 04:41 上田地域 濃霧 低温
09/01 04:41 佐久地域 濃霧 低温
09/01 04:41 松本地域 低温
09/01 04:41 乗鞍上高地地域 低温
09/01 04:41 諏訪地域 低温
09/01 07:54 北部 低温
09/01 07:54 中部 低温
09/02 04:45 北部 低温
09/02 04:45 上田地域 低温
09/02 04:45 佐久地域 濃霧 低温
09/02 04:45 松本地域 低温
09/02 04:45 乗鞍上高地地域 低温
09/02 04:45 諏訪地域 低温
09/02 08:06 北部 低温
09/02 08:06 上田地域 低温
09/02 08:06 佐久地域 低温
09/02 08:06 松本地域 低温
09/02 08:06 乗鞍上高地地域 低温
09/02 08:06 諏訪地域 強風 低温
09/02 19:49 北部 低温
09/02 19:49 中部 低温
09/03 20:18 長野県 解除
09/04 16:38 上田地域 濃霧
09/04 16:38 佐久地域 濃霧
09/05 07:46 長野県 解除
09/07 01:18 佐久地域 濃霧
09/07 04:39 北部 雷
09/07 04:39 上田地域 雷
09/07 04:39 佐久地域 雷 濃霧
09/07 04:39 松本地域 雷
09/07 04:39 乗鞍上高地地域 雷
09/07 04:39 諏訪地域 雷
09/07 04:39 南部 雷
09/07 10:14 長野地域 雷
09/07 10:14 中野飯山地域 雷
09/07 10:14 大北地域 大雨 雷
09/07 10:14 中部 雷
09/07 10:14 南部 雷
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09/07 14:46 長野地域 雷
09/07 14:46 中野飯山地域 雷
09/07 14:46 大北地域 大雨 雷
09/07 14:46 上田地域 雷
09/07 14:46 佐久地域 雷
09/07 14:46 松本地域 雷
09/07 14:46 乗鞍上高地地域 雷 洪水
09/07 14:46 諏訪地域 雷
09/07 14:46 南部 雷
09/07 16:26 長野地域 雷
09/07 16:26 中野飯山地域 雷
09/07 16:26 大北地域 大雨 雷 洪水
09/07 16:26 上田地域 雷
09/07 16:26 佐久地域 雷
09/07 16:26 松本地域 雷
09/07 16:26 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
09/07 16:26 諏訪地域 雷
09/07 16:26 南部 雷
09/07 18:18 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/07 18:18 中野飯山地域 雷 濃霧
09/07 18:18 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 18:18 上田地域 雷 濃霧
09/07 18:18 佐久地域 雷 濃霧
09/07 18:18 松本地域 雷 濃霧
09/07 18:18 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 18:18 諏訪地域 雷 濃霧
09/07 18:18 南部 雷 濃霧
09/07 23:17 長野地域 雷 濃霧
09/07 23:17 中野飯山地域 雷 洪水 濃霧
09/07 23:17 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/07 23:17 中部 雷 濃霧
09/07 23:17 南部 雷 濃霧
09/08 02:15 長野地域 雷 洪水 濃霧
09/08 02:15 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:15 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:15 中部 雷 濃霧
09/08 02:15 南部 雷 濃霧
09/08 03:46 長野地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 03:46 中野飯山地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 03:46 大北地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 03:46 中部 濃霧
09/08 03:46 南部 濃霧
09/08 09:12 長野地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 09:12 中野飯山地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 09:12 大北地域 大雨 洪水 濃霧
09/08 09:12 中部 濃霧
09/08 09:12 南部 雷 濃霧
09/08 11:43 北部 大雨
09/08 11:43 南部 雷
09/08 16:35 中野飯山地域 大雨
09/08 16:35 南部 雷
09/08 20:10 長野県 解除
09/09 06:33 北部 雷 濃霧
09/09 06:33 中部 雷
09/09 06:33 南部 雷
09/09 09:18 長野県 雷
09/09 18:34 北部 雷
09/09 18:34 上田地域 雷
09/09 18:34 佐久地域 雷
09/09 18:34 松本地域 雷
09/09 18:34 乗鞍上高地地域 雷
09/09 18:34 諏訪地域 大雨 雷 洪水
09/09 18:34 南部 雷
09/09 18:53 北部 雷
09/09 18:53 上田地域 雷
09/09 18:53 佐久地域 雷
09/09 18:53 松本地域 雷
09/09 18:53 乗鞍上高地地域 雷
09/09 18:53 諏訪地域 大雨 雷 洪水
09/09 18:53 南部 雷
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09/09 19:47 北部 雷
09/09 19:47 上田地域 雷
09/09 19:47 佐久地域 雷
09/09 19:47 松本地域 雷
09/09 19:47 乗鞍上高地地域 雷
09/09 19:47 諏訪地域 大雨 雷 洪水
09/09 19:47 南部 雷
09/09 21:13 北部 雷
09/09 21:13 上田地域 雷
09/09 21:13 佐久地域 雷 洪水
09/09 21:13 松本地域 雷
09/09 21:13 乗鞍上高地地域 雷
09/09 21:13 諏訪地域 大雨 雷 洪水
09/09 21:13 南部 雷
09/09 22:57 長野県 雷
09/10 04:15 長野県 解除
09/11 04:35 佐久地域 濃霧
09/11 08:05 長野県 解除
09/11 18:10 長野県 雷
09/12 13:10 長野県 解除
09/12 16:26 長野県 濃霧
09/12 22:32 長野地域 濃霧
09/12 22:32 中野飯山地域 濃霧
09/12 22:32 大北地域 大雨 濃霧
09/12 22:32 中部 濃霧
09/12 22:32 南部 濃霧
09/13 06:04 長野県 濃霧
09/13 08:02 長野県 解除
09/14 04:24 佐久地域 濃霧
09/14 07:06 長野県 解除
09/17 09:07 長野地域 強風
09/17 09:07 中野飯山地域 強風
09/17 14:42 長野県 雷 強風
09/17 16:54 長野地域 雷 強風
09/17 16:54 中野飯山地域 雷 強風
09/17 16:54 大北地域 大雨 雷 強風
09/17 16:54 中部 雷 強風
09/17 16:54 南部 大雨 雷 強風
09/17 18:41 長野地域 暴風 雷
09/17 18:41 中野飯山地域 暴風 雷
09/17 18:41 大北地域 暴風 大雨 雷
09/17 18:41 中部 暴風 雷
09/17 18:41 南部 暴風 大雨 雷
09/17 23:51 長野地域 暴風 雷
09/17 23:51 中野飯山地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/17 23:51 大北地域 暴風 大雨 雷
09/17 23:51 上田地域 暴風 雷
09/17 23:51 佐久地域 暴風 大雨 雷
09/17 23:51 松本地域 暴風 雷
09/17 23:51 乗鞍上高地地域 暴風 雷
09/17 23:51 諏訪地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/17 23:51 上伊那地域 暴風 大雨 雷
09/17 23:51 木曽地域 暴風 大雨 雷
09/17 23:51 下伊那地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 01:35 長野地域 暴風 雷 洪水
09/18 01:35 中野飯山地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 01:35 大北地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 01:35 上田地域 暴風 雷
09/18 01:35 佐久地域 暴風 大雨 雷
09/18 01:35 松本地域 暴風 雷 洪水
09/18 01:35 乗鞍上高地地域 暴風 雷
09/18 01:35 諏訪地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 01:35 南部 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 02:33 長野地域 暴風 雷 洪水
09/18 02:33 中野飯山地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 02:33 大北地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 02:33 上田地域 暴風 雷
09/18 02:33 佐久地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 02:33 松本地域 暴風 雷 洪水
09/18 02:33 乗鞍上高地地域 暴風 雷
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09/18 02:33 諏訪地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 02:33 南部 暴風 大雨 雷 洪水
09/18 05:07 長野地域 強風
09/18 05:07 中野飯山地域 大雨 強風 洪水
09/18 05:07 大北地域 大雨 強風 洪水
09/18 05:07 上田地域 強風
09/18 05:07 佐久地域 大雨 強風
09/18 05:07 松本地域 強風
09/18 05:07 乗鞍上高地地域 強風
09/18 05:07 諏訪地域 大雨 強風 洪水
09/18 05:07 上伊那地域 強風
09/18 05:07 木曽地域 大雨 強風 洪水
09/18 05:07 下伊那地域 強風
09/18 09:13 中野飯山地域 大雨
09/18 09:13 大北地域 大雨
09/18 09:13 佐久地域 大雨
09/18 09:13 松本地域 強風
09/18 09:13 諏訪地域 大雨 強風 洪水
09/18 10:52 大北地域 大雨
09/18 10:52 松本地域 強風
09/18 10:52 諏訪地域 強風
09/18 15:10 大北地域 大雨
09/18 20:07 長野県 解除
09/19 04:02 佐久地域 濃霧
09/19 07:30 長野県 解除
09/20 15:51 長野県 雷
09/20 20:42 長野県 解除
09/24 04:04 佐久地域 濃霧
09/24 07:03 長野県 解除
09/25 10:20 長野県 雷
09/25 21:42 長野県 解除
09/26 04:13 長野県 濃霧
09/26 10:34 長野県 雷
09/26 17:27 北部 雷
09/26 17:27 上田地域 大雨 雷 洪水
09/26 17:27 佐久地域 雷
09/26 17:27 松本地域 雷
09/26 17:27 乗鞍上高地地域 雷
09/26 17:27 諏訪地域 雷
09/26 17:27 南部 雷
09/26 19:24 長野県 雷
09/26 21:48 上田地域 濃霧
09/26 21:48 佐久地域 濃霧
09/27 07:46 長野県 解除
09/27 16:32 長野県 雷
09/28 04:56 北部 雷
09/28 04:56 上田地域 雷
09/28 04:56 佐久地域 雷
09/28 04:56 松本地域 雷
09/28 04:56 乗鞍上高地地域 雷
09/28 04:56 諏訪地域 雷 強風
09/28 04:56 南部 雷
09/28 08:15 北部 雷 濃霧
09/28 08:15 上田地域 雷 濃霧
09/28 08:15 佐久地域 雷 濃霧
09/28 08:15 松本地域 雷 濃霧
09/28 08:15 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/28 08:15 諏訪地域 雷 強風 濃霧
09/28 08:15 南部 雷 濃霧
09/28 09:07 北部 雷 洪水 濃霧
09/28 09:07 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/28 09:07 佐久地域 雷 濃霧
09/28 09:07 松本地域 雷 洪水 濃霧
09/28 09:07 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/28 09:07 諏訪地域 雷 強風 濃霧
09/28 09:07 南部 雷 濃霧
09/28 10:50 上田地域 大雨
09/28 10:50 佐久地域 濃霧
09/28 10:50 諏訪地域 強風
09/28 14:31 上田地域 霜
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09/28 14:31 佐久地域 霜
09/28 14:31 松本地域 霜
09/28 14:31 乗鞍上高地地域 霜
09/28 14:31 諏訪地域 強風 霜
09/28 14:31 南部 霜
09/28 17:36 北部 濃霧
09/28 17:36 中部 濃霧 霜
09/28 17:36 南部 濃霧 霜
09/29 07:10 長野県 解除
09/29 14:40 中部 霜
09/29 14:40 南部 霜
09/30 08:07 長野県 解除
09/30 14:16 中部 霜
09/30 14:16 南部 霜
10/01 07:56 長野県 解除
10/02 16:31 長野県 濃霧
10/03 07:07 長野県 解除
10/04 14:43 長野県 霜
10/05 08:10 長野県 解除
10/07 04:28 長野県 雷
10/07 16:33 長野地域 雷
10/07 16:33 中野飯山地域 雷
10/07 16:33 大北地域 大雨 雷
10/07 16:33 中部 雷
10/07 16:33 南部 雷
10/07 16:47 長野地域 雷 洪水
10/07 16:47 中野飯山地域 雷
10/07 16:47 大北地域 大雨 雷
10/07 16:47 中部 雷
10/07 16:47 南部 雷
10/07 19:06 長野県 雷
10/07 21:12 長野県 濃霧
10/08 07:26 長野県 解除
10/08 18:45 長野県 濃霧
10/09 08:09 長野県 解除
10/10 01:15 佐久地域 濃霧
10/10 10:12 長野県 解除
10/11 03:18 佐久地域 濃霧
10/11 08:07 長野県 解除
10/11 17:55 佐久地域 濃霧
10/12 04:20 長野県 解除
10/12 16:36 長野県 濃霧
10/13 10:31 上田地域 濃霧
10/13 10:31 佐久地域 濃霧
10/13 17:03 長野県 濃霧
10/14 10:42 長野県 濃霧
10/15 09:50 長野県 解除
10/15 16:20 長野県 濃霧
10/16 10:28 長野県 濃霧
10/16 13:30 北部 濃霧
10/16 13:30 上田地域 大雨 濃霧
10/16 13:30 佐久地域 大雨 濃霧
10/16 13:30 松本地域 濃霧
10/16 13:30 乗鞍上高地地域 濃霧
10/16 13:30 諏訪地域 濃霧
10/16 13:30 上伊那地域 大雨 濃霧
10/16 13:30 木曽地域 濃霧
10/16 13:30 下伊那地域 濃霧
10/16 17:10 北部 濃霧
10/16 17:10 上田地域 大雨 濃霧
10/16 17:10 佐久地域 大雨 濃霧
10/16 17:10 松本地域 濃霧
10/16 17:10 乗鞍上高地地域 濃霧
10/16 17:10 諏訪地域 濃霧
10/16 17:10 上伊那地域 大雨 濃霧
10/16 17:10 木曽地域 濃霧
10/16 17:10 下伊那地域 濃霧
10/16 21:25 北部 濃霧
10/16 21:25 上田地域 大雨 濃霧
10/16 21:25 佐久地域 大雨 濃霧
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10/16 21:25 松本地域 濃霧
10/16 21:25 乗鞍上高地地域 濃霧
10/16 21:25 諏訪地域 大雨 濃霧
10/16 21:25 上伊那地域 大雨 濃霧
10/16 21:25 木曽地域 濃霧
10/16 21:25 下伊那地域 濃霧
10/17 06:30 北部 濃霧
10/17 06:30 上田地域 濃霧
10/17 06:30 佐久地域 大雨 濃霧
10/17 06:30 松本地域 濃霧
10/17 06:30 乗鞍上高地地域 濃霧
10/17 06:30 諏訪地域 大雨 濃霧
10/17 06:30 上伊那地域 大雨 濃霧
10/17 06:30 木曽地域 濃霧
10/17 06:30 下伊那地域 濃霧
10/17 11:36 長野県 解除
10/17 15:13 北部 濃霧
10/17 15:13 中部 濃霧 霜
10/17 15:13 南部 濃霧 霜
10/18 09:07 長野県 解除
10/18 19:07 上田地域 濃霧
10/18 19:07 佐久地域 濃霧
10/19 04:43 長野県 濃霧
10/19 10:33 長野県 解除
10/22 04:50 大北地域 大雨 ▽16,25,26,27

10/22 04:50 上田地域 大雨
10/22 04:50 佐久地域 大雨
10/22 04:50 諏訪地域 大雨
10/22 04:50 上伊那地域 大雨 雷
10/22 04:50 木曽地域 大雨 雷
10/22 04:50 下伊那地域 雷
10/22 08:20 長野地域 大雨 洪水
10/22 08:20 中野飯山地域 大雨
10/22 08:20 大北地域 大雨
10/22 08:20 上田地域 大雨 洪水
10/22 08:20 佐久地域 大雨
10/22 08:20 松本地域 大雨 洪水
10/22 08:20 諏訪地域 大雨
10/22 08:20 上伊那地域 大雨 雷
10/22 08:20 木曽地域 大雨 雷
10/22 08:20 下伊那地域 雷
10/22 10:40 長野地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 大北地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 上田地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 佐久地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 松本地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 乗鞍上高地地域 大雨 雷
10/22 10:40 諏訪地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 上伊那地域 大雨 雷 洪水
10/22 10:40 木曽地域 大雨 雷
10/22 10:40 下伊那地域 大雨 雷
10/22 16:44 北部 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 諏訪地域 大雨 雷 強風 洪水
10/22 16:44 南部 大雨 雷 強風 洪水
10/22 18:25 北部 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 松本地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 乗鞍上高地地域 暴風 大雨 雷 洪水
10/22 18:25 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 上伊那地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 木曽地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 18:25 下伊那地域 暴風 大雨 雷 洪水
10/22 22:25 北部 大雨 洪水 暴風 雷
10/22 22:25 上田地域 大雨 洪水 暴風 雷
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10/22 22:25 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/22 22:25 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/22 22:25 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 22:25 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/22 22:25 上伊那地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/22 22:25 木曽地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/22 22:25 下伊那地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/23 04:38 北部 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 上田地域 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 佐久地域 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 松本地域 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 洪水
10/23 04:38 諏訪地域 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 上伊那地域 大雨 洪水 暴風
10/23 04:38 木曽地域 大雨 暴風 洪水
10/23 04:38 下伊那地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 北部 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 上田地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 佐久地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 松本地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 洪水
10/23 05:19 諏訪地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 上伊那地域 大雨 洪水 暴風
10/23 05:19 木曽地域 大雨 暴風 洪水
10/23 05:19 下伊那地域 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 北部 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 上田地域 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 佐久地域 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 松本地域 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 洪水
10/23 06:38 諏訪地域 大雨 洪水 暴風
10/23 06:38 南部 暴風 大雨 洪水
10/23 08:48 北部 大雨 洪水 強風
10/23 08:48 上田地域 大雨 洪水 強風
10/23 08:48 佐久地域 大雨 洪水 強風
10/23 08:48 松本地域 大雨 洪水 強風
10/23 08:48 乗鞍上高地地域 大雨 強風 洪水
10/23 08:48 諏訪地域 大雨 洪水 強風
10/23 08:48 南部 大雨 強風 洪水
10/23 11:47 北部 大雨 洪水 強風
10/23 11:47 上田地域 大雨 洪水 強風
10/23 11:47 佐久地域 大雨 洪水 強風
10/23 11:47 松本地域 大雨 強風 洪水
10/23 11:47 乗鞍上高地地域 大雨 強風 洪水
10/23 11:47 諏訪地域 大雨 強風 洪水
10/23 11:47 南部 大雨 強風 洪水
10/23 17:09 長野地域 大雨 洪水
10/23 17:09 中野飯山地域 大雨 洪水
10/23 17:09 大北地域 大雨
10/23 17:09 上田地域 大雨 洪水
10/23 17:09 佐久地域 大雨 洪水
10/23 23:16 長野地域 大雨 洪水
10/23 23:16 中野飯山地域 大雨 洪水
10/23 23:16 大北地域 大雨
10/23 23:16 上田地域 大雨
10/23 23:16 佐久地域 大雨
10/24 03:08 長野地域 大雨
10/24 03:08 中野飯山地域 大雨 洪水
10/24 03:08 大北地域 大雨
10/24 03:08 上田地域 大雨
10/24 03:08 佐久地域 大雨
10/24 06:38 長野地域 大雨
10/24 06:38 中野飯山地域 大雨 洪水
10/24 06:38 大北地域 大雨
10/24 06:38 上田地域 大雨
10/24 08:27 長野地域 大雨
10/24 08:27 中野飯山地域 大雨 洪水
10/24 08:27 大北地域 大雨
10/24 08:27 上田地域 大雨
10/24 11:11 中野飯山地域 大雨 洪水
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10/24 11:11 大北地域 大雨
10/24 11:11 上田地域 大雨
10/24 16:43 中野飯山地域 大雨 洪水
10/24 19:06 中野飯山地域 大雨
10/25 00:31 北部 大雨
10/25 00:31 上田地域 大雨
10/25 00:31 佐久地域 大雨
10/25 01:29 長野地域 大雨
10/25 01:29 中野飯山地域 大雨
10/25 01:29 大北地域 大雨
10/25 01:29 上田地域 大雨
10/25 01:29 佐久地域 大雨
10/25 03:16 長野地域 大雨
10/25 03:16 中野飯山地域 大雨
10/25 03:16 大北地域 大雨
10/25 03:16 上田地域 大雨
10/25 03:16 佐久地域 大雨
10/25 05:15 長野地域 大雨
10/25 05:15 中野飯山地域 大雨
10/25 05:15 大北地域 大雨
10/25 05:15 上田地域 大雨
10/25 05:15 佐久地域 大雨
10/25 05:15 松本地域 大雨
10/25 07:25 北部 大雨
10/25 07:25 上田地域 大雨
10/25 07:25 佐久地域 大雨
10/25 07:25 松本地域 大雨
10/25 09:30 北部 大雨
10/25 09:30 上田地域 大雨
10/25 09:30 佐久地域 大雨
10/25 09:30 松本地域 大雨
10/25 09:30 諏訪地域 大雨
10/25 17:34 北部 大雨 濃霧
10/25 17:34 上田地域 大雨 濃霧
10/25 17:34 佐久地域 大雨 濃霧
10/25 17:34 松本地域 濃霧
10/25 17:34 乗鞍上高地地域 濃霧
10/25 17:34 諏訪地域 濃霧
10/25 17:34 南部 濃霧
10/25 22:03 長野県 濃霧
10/26 10:44 長野県 解除
10/27 00:45 長野県 濃霧
10/27 10:24 長野県 解除
10/27 16:40 上田地域 濃霧
10/27 16:40 佐久地域 濃霧
10/28 08:04 長野県 解除 ▽13
10/29 06:23 長野地域 大雨 濃霧 ▽29
10/29 06:23 中野飯山地域 濃霧
10/29 06:23 大北地域 大雨 濃霧
10/29 06:23 上田地域 大雨 雷 濃霧
10/29 06:23 佐久地域 大雨 雷 濃霧
10/29 06:23 松本地域 雷 濃霧
10/29 06:23 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
10/29 06:23 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
10/29 06:23 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
10/29 06:23 木曽地域 雷 濃霧
10/29 06:23 下伊那地域 雷 濃霧
10/29 11:04 長野地域 大雨 強風 洪水 濃霧
10/29 11:04 中野飯山地域 強風 濃霧
10/29 11:04 大北地域 大雨 強風 濃霧
10/29 11:04 上田地域 大雨 雷 強風 濃霧
10/29 11:04 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
10/29 11:04 松本地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/29 11:04 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 濃霧
10/29 11:04 諏訪地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/29 11:04 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/29 11:04 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/29 11:04 下伊那地域 大雨 雷 強風 濃霧
10/29 16:14 長野地域 大雨 強風 洪水
10/29 16:14 中野飯山地域 大雨 強風 洪水
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10/29 16:14 大北地域 大雨 強風 洪水
10/29 16:14 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 16:14 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 16:14 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 16:14 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 16:14 諏訪地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 16:14 南部 大雨 雷 強風 洪水
10/29 18:20 長野地域 大雨 洪水 強風
10/29 18:20 中野飯山地域 大雨 強風 洪水
10/29 18:20 大北地域 大雨 強風 洪水
10/29 18:20 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 18:20 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 18:20 松本地域 大雨 洪水 雷 強風
10/29 18:20 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 18:20 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風
10/29 18:20 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
10/29 18:20 木曽地域 大雨 洪水 雷 強風
10/29 18:20 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
10/29 20:31 長野地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 中野飯山地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 大北地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 上田地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 佐久地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 松本地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 乗鞍上高地地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 諏訪地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 上伊那地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 木曽地域 大雨 強風 洪水
10/29 20:31 下伊那地域 大雨 強風 洪水
10/29 23:02 長野地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 中野飯山地域 大雨 濃霧
10/29 23:02 大北地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 上田地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 松本地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
10/29 23:02 下伊那地域 濃霧
10/30 00:14 長野地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 中野飯山地域 大雨 濃霧
10/30 00:14 大北地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 上田地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 松本地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
10/30 00:14 下伊那地域 濃霧
10/30 03:14 北部 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 上田地域 大雨 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 佐久地域 大雨 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 松本地域 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 乗鞍上高地地域 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 諏訪地域 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 上伊那地域 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 木曽地域 強風 洪水 濃霧
10/30 03:14 下伊那地域 強風 濃霧
10/30 05:28 長野地域 大雨 雷 強風 濃霧
10/30 05:28 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/30 05:28 大北地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
10/30 05:28 上田地域 大雨 強風 濃霧
10/30 05:28 佐久地域 大雨 強風 濃霧
10/30 05:28 松本地域 強風 濃霧
10/30 05:28 乗鞍上高地地域 強風 濃霧
10/30 05:28 諏訪地域 強風 濃霧
10/30 05:28 上伊那地域 強風 洪水 濃霧
10/30 05:28 木曽地域 強風 濃霧
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10/30 05:28 下伊那地域 強風 濃霧
10/30 08:10 長野地域 大雨 雷 強風
10/30 08:10 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
10/30 08:10 大北地域 大雨 雷 強風
10/30 08:10 中部 強風
10/30 08:10 南部 強風
10/30 12:40 長野地域 雷 強風
10/30 12:40 中野飯山地域 大雨 雷 強風
10/30 12:40 大北地域 大雨 雷 強風
10/30 12:40 中部 強風
10/30 12:40 南部 強風
10/30 16:30 中野飯山地域 大雨
10/30 16:30 大北地域 大雨
10/31 05:49 中野飯山地域 大雨
10/31 10:13 長野県 解除
10/31 16:26 長野県 濃霧
11/01 10:20 長野県 解除
11/01 16:28 長野県 濃霧
11/02 10:06 長野県 解除
11/02 16:35 長野県 濃霧
11/03 10:22 長野県 解除
11/04 16:35 長野県 濃霧
11/05 10:20 長野県 解除
11/05 16:32 長野県 濃霧
11/06 10:10 長野県 解除
11/06 16:31 長野県 濃霧
11/07 10:04 長野県 解除
11/08 14:45 北部 雷
11/09 00:09 長野県 解除
11/09 01:05 中野飯山地域 大雨
11/09 02:32 中野飯山地域 大雨
11/09 02:32 中部 濃霧
11/09 02:32 南部 濃霧
11/09 03:31 中野飯山地域 大雨 洪水
11/09 03:31 中部 濃霧
11/09 03:31 南部 濃霧
11/09 09:08 中野飯山地域 大雨 洪水
11/09 12:49 長野県 解除
11/09 16:50 長野県 濃霧
11/10 10:38 松本地域 強風
11/10 16:41 北部 雷
11/10 16:41 松本地域 強風
11/11 05:50 北部 雷
11/11 11:11 長野地域 雷
11/11 11:11 中野飯山地域 大雨 雷
11/11 11:11 大北地域 雷
11/11 16:31 長野地域 雷 濃霧
11/11 16:31 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
11/11 16:31 大北地域 雷 濃霧
11/11 16:31 中部 濃霧
11/11 16:31 南部 濃霧
11/11 21:37 長野地域 濃霧
11/11 21:37 中野飯山地域 大雨 濃霧
11/11 21:37 大北地域 濃霧
11/11 21:37 中部 濃霧
11/11 21:37 南部 濃霧
11/12 04:33 長野県 濃霧
11/12 10:09 長野県 解除
11/12 16:24 長野県 濃霧
11/13 10:23 長野県 解除
11/14 19:03 長野県 濃霧
11/15 10:32 北部 雷
11/16 06:04 北部 雷
11/16 06:04 佐久地域 濃霧
11/16 10:15 北部 雷
11/16 18:10 中部 濃霧
11/16 18:10 南部 濃霧
11/17 06:03 長野県 濃霧
11/17 10:21 長野県 解除
11/18 10:52 北部 雷
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11/18 16:48 北部 雷 濃霧
11/18 21:11 長野地域 雷 濃霧
11/18 21:11 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
11/18 21:11 大北地域 雷 濃霧
11/18 21:11 中部 濃霧
11/18 21:11 南部 濃霧
11/19 04:52 北部 雷 濃霧
11/19 04:52 中部 濃霧
11/19 04:52 南部 濃霧
11/19 07:42 北部 雷
11/19 21:17 中野飯山地域 大雪
11/20 04:32 長野県 解除
11/20 10:33 北部 雷
11/20 16:37 北部 大雪 雷 着雪
11/21 02:42 北部 大雪 着雪
11/21 02:42 上田地域 大雪 着雪
11/21 05:03 長野県 解除
11/21 16:51 長野県 濃霧
11/22 10:06 長野県 解除
11/23 08:07 長野県 濃霧
11/23 10:24 北部 雷 濃霧
11/23 10:24 中部 濃霧
11/23 10:24 南部 濃霧
11/23 16:29 北部 雷
11/24 11:16 長野地域 雷
11/24 11:16 中野飯山地域 雷
11/24 11:16 大北地域 大雪 雷
11/24 16:53 長野地域 雷
11/24 16:53 中野飯山地域 雷
11/24 16:53 大北地域 大雪 雷 着雪
11/25 04:28 長野地域 雷
11/25 04:28 中野飯山地域 雷
11/25 04:28 大北地域 大雪 雷 着雪
11/25 10:27 長野県 解除
11/25 16:38 長野県 濃霧
11/26 08:11 長野県 解除
11/26 19:37 北部 雷
11/27 04:18 長野県 解除
11/27 07:36 長野県 濃霧
11/27 10:09 長野県 解除
11/27 22:52 佐久地域 濃霧
11/28 05:23 長野県 濃霧
11/28 11:24 長野県 解除
11/29 01:07 長野県 濃霧
11/29 10:37 長野県 解除
11/30 04:22 北部 濃霧
11/30 10:47 北部 濃霧
11/30 10:47 佐久地域 濃霧
11/30 16:48 北部 濃霧
12/01 01:20 長野県 濃霧
12/01 10:11 長野県 解除
12/01 21:43 長野県 濃霧
12/02 08:04 長野県 解除
12/02 16:20 長野県 濃霧
12/03 10:30 長野県 解除
12/03 16:35 北部 濃霧
12/04 10:12 長野県 解除
12/04 16:37 北部 雷
12/05 16:54 北部 大雪 雷 着雪
12/05 16:54 乗鞍上高地地域 着雪
12/05 16:54 木曽地域 大雪 着雪
12/05 23:26 北部 大雪 雷 着雪
12/05 23:26 乗鞍上高地地域 着雪
12/05 23:26 木曽地域 大雪 着雪
12/06 06:15 北部 大雪 雷 着雪
12/06 10:21 長野県 解除
12/06 16:45 長野県 濃霧
12/07 10:12 長野県 解除
12/08 10:33 北部 大雪 着雪
12/08 16:39 北部 大雪 着雪
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12/08 16:39 上田地域 大雪
12/08 16:39 諏訪地域 風雪
12/08 22:02 北部 大雪 着雪
12/09 04:12 長野県 解除
12/09 04:55 中部 濃霧
12/09 04:55 南部 濃霧
12/09 10:28 長野県 解除
12/09 16:35 長野県 濃霧
12/10 10:35 長野県 解除
12/10 16:48 大北地域 着氷
12/10 16:48 松本地域 着氷
12/10 16:48 乗鞍上高地地域 着氷
12/10 16:48 諏訪地域 着氷
12/10 16:48 南部 着氷
12/11 04:52 長野地域 雷
12/11 04:52 中野飯山地域 雷
12/11 04:52 大北地域 雷 着氷
12/11 04:52 松本地域 着氷
12/11 04:52 乗鞍上高地地域 着氷
12/11 04:52 諏訪地域 着氷
12/11 04:52 南部 着氷
12/11 08:05 長野地域 雷 濃霧
12/11 08:05 中野飯山地域 雷
12/11 08:05 大北地域 雷
12/11 10:11 北部 雷
12/11 16:46 長野地域 雷
12/11 16:46 中野飯山地域 雷
12/11 16:46 大北地域 大雪 雷
12/11 16:46 乗鞍上高地地域 大雪
12/11 16:46 木曽地域 大雪
12/12 05:15 長野地域 大雪 雷 着雪
12/12 05:15 中野飯山地域 雷 着雪
12/12 05:15 大北地域 大雪 雷 着雪
12/12 05:15 乗鞍上高地地域 大雪
12/12 05:15 木曽地域 大雪
12/12 10:22 長野地域 大雪 雷 着雪
12/12 10:22 中野飯山地域 雷 着雪
12/12 10:22 大北地域 大雪 雷 着雪
12/12 10:22 佐久地域 強風
12/12 10:22 諏訪地域 強風
12/12 16:27 長野地域 大雪 雷 着雪
12/12 16:27 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/12 16:27 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/12 20:17 長野地域 大雪 雷 着雪
12/12 20:17 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/12 20:17 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/13 09:26 北部 雷
12/13 14:13 長野地域 大雪 雷 なだれ
12/13 14:13 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ
12/13 14:13 大北地域 雷 なだれ
12/13 17:06 長野地域 大雪 雷 なだれ
12/13 17:06 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ
12/13 17:06 大北地域 雷 なだれ
12/14 04:50 北部 なだれ
12/14 16:36 北部 なだれ
12/15 22:04 中野飯山地域 濃霧
12/16 10:15 北部 雷
12/16 17:07 北部 大雪 雷 着雪
12/16 21:21 長野地域 大雪 雷 着雪
12/16 21:21 中野飯山地域 大雪 雷 着雪
12/16 21:21 大北地域 大雪 雷 着雪
12/17 04:17 長野地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/17 04:17 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/17 04:17 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/17 07:14 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
12/17 16:28 北部 大雪 なだれ
12/17 19:25 北部 大雪 なだれ
12/18 02:46 北部 なだれ
12/18 20:13 長野県 解除
12/19 04:38 北部 雷
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12/19 18:09 中野飯山地域 着雪
12/20 01:20 中野飯山地域 大雪 なだれ 着雪
12/20 04:28 中野飯山地域 なだれ
12/20 07:39 長野地域 濃霧
12/20 07:39 中野飯山地域 濃霧 なだれ
12/20 07:39 大北地域 濃霧
12/20 10:30 中野飯山地域 なだれ
12/20 20:20 長野県 解除
12/20 22:03 中野飯山地域 濃霧
12/21 07:42 長野県 解除
12/21 16:21 中野飯山地域 濃霧
12/22 10:04 長野県 解除
12/22 20:11 中野飯山地域 濃霧
12/23 07:40 長野県 解除
12/23 19:51 中野飯山地域 濃霧
12/24 10:40 北部 なだれ
12/24 16:42 北部 雷 なだれ
12/25 04:57 北部 雷 なだれ
12/25 04:57 上田地域 濃霧
12/25 04:57 佐久地域 濃霧
12/25 04:57 諏訪地域 強風
12/25 04:57 下伊那地域 強風
12/25 09:10 北部 雷 なだれ
12/25 09:10 諏訪地域 強風
12/25 09:10 下伊那地域 強風
12/25 16:35 北部 なだれ
12/25 21:48 長野県 解除
12/26 04:54 北部 雷 着雪
12/26 04:54 乗鞍上高地地域 着雪
12/26 07:32 長野地域 雷 着雪
12/26 07:32 中野飯山地域 雷 濃霧 着雪
12/26 07:32 大北地域 雷 着雪
12/26 07:32 乗鞍上高地地域 着雪
12/26 10:10 長野地域 雷 着雪
12/26 10:10 中野飯山地域 雷 着雪
12/26 10:10 大北地域 大雪 雷 着雪
12/26 10:10 乗鞍上高地地域 着雪
12/26 16:57 長野地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/26 16:57 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/26 16:57 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
12/26 16:57 上田地域 大雪
12/26 16:57 松本地域 大雪
12/26 16:57 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 着雪
12/26 16:57 木曽地域 大雪
12/26 19:30 北部 大雪 雷 なだれ
12/26 19:30 上田地域 大雪
12/26 19:30 松本地域 大雪
12/26 19:30 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ
12/26 19:30 木曽地域 大雪
12/27 04:40 北部 大雪 雷 なだれ
12/27 04:40 上田地域 大雪
12/27 04:40 松本地域 大雪
12/27 04:40 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ
12/27 04:40 諏訪地域 強風
12/27 04:40 木曽地域 大雪
12/27 10:45 北部 大雪 なだれ
12/27 10:45 上田地域 大雪
12/27 10:45 松本地域 大雪
12/27 10:45 乗鞍上高地地域 なだれ
12/27 10:45 諏訪地域 強風
12/27 14:06 北部 大雪 なだれ
12/27 14:06 上田地域 大雪
12/27 14:06 松本地域 大雪
12/27 14:06 乗鞍上高地地域 なだれ
12/27 14:06 諏訪地域 強風
12/27 14:06 下伊那地域 強風
12/27 16:31 北部 大雪 なだれ
12/27 16:31 上田地域 大雪
12/27 16:31 松本地域 大雪
12/27 16:31 乗鞍上高地地域 なだれ
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12/27 18:45 北部 大雪 なだれ
12/27 18:45 上田地域 大雪
12/27 18:45 松本地域 大雪
12/27 18:45 乗鞍上高地地域 なだれ
12/27 18:45 木曽地域 大雪
12/27 21:45 北部 大雪 なだれ
12/27 21:45 上田地域 大雪
12/27 21:45 佐久地域 強風
12/27 21:45 松本地域 大雪
12/27 21:45 乗鞍上高地地域 なだれ
12/27 21:45 木曽地域 大雪
12/28 03:11 北部 大雪 なだれ
12/28 03:11 乗鞍上高地地域 なだれ
12/28 05:15 北部 なだれ
12/28 05:15 乗鞍上高地地域 なだれ
12/28 16:48 北部 なだれ 低温
12/28 16:48 上田地域 低温
12/28 16:48 佐久地域 低温
12/28 16:48 松本地域 低温
12/28 16:48 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
12/28 16:48 諏訪地域 低温
12/28 16:48 南部 低温
12/28 21:06 北部 なだれ 低温
12/28 21:06 中部 低温
12/28 21:06 南部 低温
12/29 09:03 北部 雷 なだれ
12/29 16:49 北部 雷 なだれ 着雪
12/29 16:49 中部 低温
12/29 16:49 南部 低温
12/29 21:09 長野地域 雷 なだれ
12/29 21:09 中野飯山地域 雷 なだれ 着雪
12/29 21:09 大北地域 雷 なだれ
12/29 21:09 中部 低温
12/29 21:09 南部 低温
12/29 23:22 長野地域 なだれ
12/29 23:22 中野飯山地域 なだれ 着雪
12/29 23:22 大北地域 なだれ
12/29 23:22 中部 低温
12/29 23:22 南部 低温
12/30 04:30 長野地域 なだれ
12/30 04:30 中野飯山地域 なだれ 着雪
12/30 04:30 大北地域 なだれ
12/30 07:42 北部 なだれ
12/30 16:40 北部 なだれ
01/01 04:30 北部 雷 なだれ 着雪
01/01 16:43 北部 なだれ
01/02 10:19 北部 雷 なだれ
01/02 16:51 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
01/02 16:51 上田地域 大雪
01/02 20:35 北部 大雪 雷 なだれ
01/02 20:35 上田地域 大雪
01/02 23:38 北部 大雪 雷 なだれ
01/02 23:38 上田地域 大雪
01/02 23:38 木曽地域 大雪
01/03 04:23 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
01/03 04:23 上田地域 大雪
01/03 04:23 松本地域 大雪
01/03 04:23 諏訪地域 強風
01/03 04:23 木曽地域 大雪
01/03 04:23 下伊那地域 強風
01/03 05:56 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
01/03 05:56 上田地域 大雪
01/03 05:56 松本地域 大雪
01/03 05:56 諏訪地域 強風
01/03 05:56 木曽地域 大雪
01/03 05:56 下伊那地域 強風
01/03 10:55 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
01/03 10:55 上田地域 大雪
01/03 10:55 松本地域 大雪
01/03 10:55 諏訪地域 強風
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01/03 10:55 木曽地域 大雪
01/03 10:55 下伊那地域 強風
01/03 16:56 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
01/03 16:56 上田地域 大雪
01/03 16:56 南部 低温
01/03 21:14 長野地域 大雪 雷 なだれ
01/03 21:14 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ 着雪
01/03 21:14 大北地域 大雪 雷 なだれ
01/03 21:14 南部 低温
01/03 22:53 北部 大雪 なだれ
01/03 22:53 南部 低温
01/04 05:03 長野地域 なだれ
01/04 05:03 中野飯山地域 大雪 なだれ 着雪
01/04 05:03 大北地域 なだれ
01/04 05:03 南部 低温
01/04 09:06 長野地域 なだれ
01/04 09:06 中野飯山地域 大雪 なだれ 着雪
01/04 09:06 大北地域 なだれ
01/04 16:50 北部 なだれ 低温
01/04 16:50 中部 低温
01/04 16:50 南部 低温
01/05 08:11 北部 なだれ
01/05 20:18 長野県 解除
01/06 10:43 北部 なだれ
01/07 16:48 北部 なだれ
01/08 13:34 北部 なだれ
01/08 13:34 佐久地域 大雪 着雪
01/08 13:34 松本地域 大雪 着雪
01/08 13:34 諏訪地域 大雪 着雪
01/08 13:34 南部 大雪 着雪
01/08 18:14 北部 なだれ
01/09 04:55 北部 雷 濃霧 なだれ
01/09 04:55 上田地域 濃霧
01/09 04:55 佐久地域 強風 濃霧
01/09 04:55 松本地域 濃霧
01/09 04:55 乗鞍上高地地域 濃霧
01/09 04:55 諏訪地域 強風 濃霧
01/09 04:55 上伊那地域 濃霧
01/09 04:55 木曽地域 濃霧
01/09 04:55 下伊那地域 強風 濃霧
01/09 11:17 北部 雷 なだれ
01/09 11:17 佐久地域 強風
01/09 11:17 諏訪地域 強風
01/09 11:17 下伊那地域 強風
01/09 16:48 北部 雷 なだれ
01/09 16:48 佐久地域 強風
01/09 16:48 諏訪地域 強風
01/09 16:48 下伊那地域 強風
01/09 20:27 長野地域 雷
01/09 20:27 中野飯山地域 雷
01/09 20:27 大北地域 雷 なだれ
01/10 04:55 長野地域 雷
01/10 04:55 中野飯山地域 雷
01/10 04:55 大北地域 雷 なだれ
01/10 10:20 北部 なだれ
01/10 16:55 長野地域 なだれ
01/10 16:55 中野飯山地域 なだれ
01/10 16:55 大北地域 大雪 なだれ
01/11 04:21 北部 なだれ
01/12 04:28 北部 なだれ
01/12 15:07 北部 なだれ 低温
01/12 15:07 中部 低温
01/12 15:07 南部 低温
01/13 09:28 北部 なだれ
01/13 10:39 北部 雷 なだれ
01/13 16:41 北部 大雪 雷 なだれ
01/13 16:41 上田地域 大雪 低温
01/13 16:41 佐久地域 低温
01/13 16:41 松本地域 低温
01/13 16:41 乗鞍上高地地域 低温
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01/13 16:41 諏訪地域 低温
01/13 16:41 南部 低温
01/13 18:06 長野地域 大雪 雷 なだれ
01/13 18:06 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ
01/13 18:06 大北地域 大雪 雷 なだれ
01/13 18:06 上田地域 大雪 低温
01/13 18:06 佐久地域 低温
01/13 18:06 松本地域 低温
01/13 18:06 乗鞍上高地地域 低温
01/13 18:06 諏訪地域 低温
01/13 18:06 南部 低温
01/13 23:22 長野地域 大雪 なだれ
01/13 23:22 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/13 23:22 大北地域 大雪 なだれ
01/13 23:22 上田地域 大雪 低温
01/13 23:22 佐久地域 低温
01/13 23:22 松本地域 低温
01/13 23:22 乗鞍上高地地域 低温
01/13 23:22 諏訪地域 低温
01/13 23:22 南部 低温
01/14 04:25 北部 大雪 なだれ
01/14 04:25 中部 低温
01/14 04:25 南部 低温
01/14 08:08 長野地域 なだれ
01/14 08:08 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/14 08:08 大北地域 なだれ
01/14 11:06 北部 なだれ
01/14 20:40 長野地域 濃霧 なだれ 低温
01/14 20:40 中野飯山地域 濃霧 なだれ 低温
01/14 20:40 大北地域 なだれ 低温
01/14 20:40 中部 低温
01/14 20:40 南部 低温
01/15 04:53 長野地域 濃霧 なだれ 低温
01/15 04:53 中野飯山地域 濃霧 なだれ 低温
01/15 04:53 大北地域 なだれ 低温
01/15 04:53 中部 乾燥 低温
01/15 04:53 南部 低温
01/15 09:06 長野地域 なだれ
01/15 09:06 中野飯山地域 濃霧 なだれ
01/15 09:06 大北地域 なだれ
01/15 09:06 中部 乾燥
01/15 10:13 北部 なだれ
01/15 10:13 上田地域 乾燥
01/15 10:13 佐久地域 乾燥
01/15 10:13 松本地域 強風 乾燥
01/15 10:13 乗鞍上高地地域 乾燥
01/15 10:13 諏訪地域 乾燥
01/15 16:33 北部 なだれ
01/15 16:33 中部 乾燥
01/15 21:13 北部 なだれ
01/16 06:48 北部 なだれ
01/16 06:48 佐久地域 濃霧
01/16 10:30 北部 なだれ
01/16 13:55 北部 なだれ
01/16 13:55 中部 乾燥
01/16 18:05 北部 なだれ
01/17 04:52 北部 濃霧 なだれ
01/17 04:52 中部 濃霧
01/17 04:52 南部 濃霧
01/17 16:32 北部 雷 濃霧 なだれ
01/17 16:32 中部 雷 濃霧
01/17 16:32 南部 雷 濃霧
01/17 22:35 北部 濃霧 なだれ
01/17 22:35 中部 濃霧
01/17 22:35 南部 濃霧
01/18 10:27 北部 なだれ
01/18 21:04 長野県 解除
01/18 21:41 北部 濃霧
01/18 21:41 佐久地域 濃霧
01/19 07:04 長野県 解除
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01/20 04:50 北部 なだれ
01/20 08:10 北部 なだれ
01/20 08:10 佐久地域 濃霧
01/20 08:10 松本地域 濃霧
01/20 08:10 下伊那地域 濃霧
01/20 10:11 北部 なだれ
01/20 17:50 北部 なだれ
01/21 16:40 長野県 解除
01/22 07:11 北部 大雪 なだれ 着雪
01/22 07:11 中部 大雪 着雪
01/22 07:11 南部 大雪 着雪
01/22 15:16 長野地域 大雪 なだれ 着雪
01/22 15:16 中野飯山地域 大雪 なだれ 着雪
01/22 15:16 大北地域 大雪 なだれ 着雪
01/22 15:16 中部 大雪 着雪
01/22 15:16 南部 大雪 着雪
01/22 23:25 北部 なだれ
01/23 01:35 北部 濃霧 なだれ
01/23 01:35 中部 濃霧
01/23 01:35 南部 濃霧
01/23 04:45 長野地域 雷 濃霧 なだれ
01/23 04:45 中野飯山地域 雷 濃霧 なだれ
01/23 04:45 大北地域 大雪 雷 濃霧 なだれ
01/23 04:45 上田地域 濃霧
01/23 04:45 佐久地域 風雪 濃霧
01/23 04:45 松本地域 風雪 濃霧
01/23 04:45 乗鞍上高地地域 大雪 濃霧 なだれ
01/23 04:45 諏訪地域 風雪 濃霧
01/23 04:45 上伊那地域 濃霧
01/23 04:45 木曽地域 大雪 濃霧
01/23 04:45 下伊那地域 風雪 濃霧
01/23 08:20 長野地域 雷 なだれ
01/23 08:20 中野飯山地域 雷 なだれ
01/23 08:20 大北地域 大雪 雷 なだれ
01/23 08:20 佐久地域 風雪
01/23 08:20 松本地域 風雪
01/23 08:20 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ
01/23 08:20 諏訪地域 風雪
01/23 08:20 木曽地域 大雪
01/23 08:20 下伊那地域 風雪
01/23 16:52 長野地域 大雪 雷 なだれ
01/23 16:52 中野飯山地域 大雪 雷 なだれ
01/23 16:52 大北地域 大雪 雷 なだれ
01/23 16:52 上田地域 低温
01/23 16:52 佐久地域 風雪 低温
01/23 16:52 松本地域 風雪 低温
01/23 16:52 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 低温
01/23 16:52 諏訪地域 風雪 低温
01/23 16:52 木曽地域 大雪
01/23 16:52 下伊那地域 風雪
01/23 22:25 長野地域 大雪 なだれ
01/23 22:25 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/23 22:25 大北地域 大雪 なだれ
01/23 22:25 上田地域 低温
01/23 22:25 佐久地域 低温
01/23 22:25 松本地域 低温
01/23 22:25 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 低温
01/23 22:25 諏訪地域 低温
01/23 22:25 木曽地域 大雪
01/24 03:35 北部 大雪 なだれ
01/24 03:35 佐久地域 風雪
01/24 03:35 松本地域 風雪
01/24 03:35 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ
01/24 03:35 諏訪地域 風雪
01/24 03:35 木曽地域 大雪
01/24 03:35 下伊那地域 風雪
01/24 11:23 北部 大雪 なだれ
01/24 11:23 上田地域 大雪
01/24 11:23 佐久地域 風雪
01/24 11:23 松本地域 大雪 風雪
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01/24 11:23 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ
01/24 11:23 諏訪地域 風雪
01/24 11:23 木曽地域 大雪
01/24 11:23 下伊那地域 風雪
01/24 17:05 北部 大雪 なだれ 低温
01/24 17:05 上田地域 大雪 低温
01/24 17:05 佐久地域 風雪 低温
01/24 17:05 松本地域 大雪 風雪 低温
01/24 17:05 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 低温
01/24 17:05 諏訪地域 風雪 低温
01/24 17:05 上伊那地域 低温
01/24 17:05 木曽地域 大雪 低温
01/24 17:05 下伊那地域 大雪 風雪 低温
01/24 20:41 北部 大雪 なだれ 低温
01/24 20:41 上田地域 大雪 低温
01/24 20:41 佐久地域 低温
01/24 20:41 松本地域 大雪 低温
01/24 20:41 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 低温
01/24 20:41 諏訪地域 低温
01/24 20:41 上伊那地域 低温
01/24 20:41 木曽地域 大雪 低温
01/24 20:41 下伊那地域 大雪 低温
01/24 23:28 北部 大雪 なだれ 低温
01/24 23:28 上田地域 大雪 低温
01/24 23:28 佐久地域 低温
01/24 23:28 松本地域 大雪 低温
01/24 23:28 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
01/24 23:28 諏訪地域 低温
01/24 23:28 南部 低温
01/25 02:20 北部 大雪 なだれ 低温
01/25 02:20 上田地域 大雪 低温
01/25 02:20 佐久地域 低温
01/25 02:20 松本地域 大雪 低温
01/25 02:20 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
01/25 02:20 諏訪地域 強風 低温
01/25 02:20 南部 低温
01/25 04:57 長野地域 大雪 なだれ 低温
01/25 04:57 中野飯山地域 大雪 なだれ 低温
01/25 04:57 大北地域 大雪 なだれ 低温
01/25 04:57 上田地域 大雪 低温
01/25 04:57 佐久地域 低温
01/25 04:57 松本地域 大雪 低温
01/25 04:57 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
01/25 04:57 諏訪地域 強風 低温
01/25 04:57 南部 低温
01/25 08:11 北部 大雪 なだれ 低温
01/25 08:11 上田地域 なだれ 低温
01/25 08:11 佐久地域 低温
01/25 08:11 松本地域 低温
01/25 08:11 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
01/25 08:11 諏訪地域 強風 低温
01/25 08:11 南部 低温
01/25 10:30 北部 大雪 なだれ
01/25 10:30 上田地域 なだれ
01/25 10:30 乗鞍上高地地域 なだれ
01/25 10:30 諏訪地域 強風
01/25 16:52 長野地域 なだれ 低温
01/25 16:52 中野飯山地域 なだれ 低温
01/25 16:52 大北地域 大雪 なだれ 低温
01/25 16:52 上田地域 なだれ 低温
01/25 16:52 佐久地域 低温
01/25 16:52 松本地域 低温
01/25 16:52 乗鞍上高地地域 なだれ 低温
01/25 16:52 諏訪地域 強風 低温
01/25 16:52 南部 低温
01/25 19:34 長野地域 なだれ 低温
01/25 19:34 中野飯山地域 なだれ 低温
01/25 19:34 大北地域 大雪 なだれ 低温
01/25 19:34 上田地域 なだれ 低温
01/25 19:34 佐久地域 低温
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01/25 19:34 松本地域 低温
01/25 19:34 乗鞍上高地地域 低温
01/25 19:34 諏訪地域 低温
01/25 19:34 南部 低温
01/26 10:25 北部 大雪 なだれ
01/26 10:25 上田地域 なだれ
01/26 10:55 北部 大雪 なだれ
01/26 10:55 上田地域 なだれ
01/26 10:55 諏訪地域 強風
01/26 16:29 北部 大雪 なだれ
01/26 16:29 上田地域 なだれ 低温
01/26 16:29 佐久地域 低温
01/26 16:29 松本地域 低温
01/26 16:29 乗鞍上高地地域 低温
01/26 16:29 諏訪地域 強風 低温
01/26 16:29 南部 低温
01/26 19:04 北部 大雪 なだれ
01/26 19:04 中部 低温
01/26 19:04 南部 低温
01/27 04:46 北部 なだれ
01/27 04:46 上田地域 乾燥 低温
01/27 04:46 佐久地域 乾燥 低温
01/27 04:46 松本地域 乾燥 低温
01/27 04:46 乗鞍上高地地域 乾燥 低温
01/27 04:46 諏訪地域 強風 乾燥 低温
01/27 04:46 南部 低温
01/27 09:05 北部 なだれ
01/27 09:05 上田地域 乾燥
01/27 09:05 佐久地域 乾燥
01/27 09:05 松本地域 乾燥
01/27 09:05 乗鞍上高地地域 乾燥
01/27 09:05 諏訪地域 強風 乾燥
01/27 16:24 北部 なだれ 低温
01/27 16:24 中部 乾燥 低温
01/27 16:24 南部 低温
01/27 21:10 長野県 低温
01/28 09:20 上田地域 乾燥
01/28 09:20 佐久地域 乾燥
01/28 09:20 松本地域 強風 乾燥
01/28 09:20 乗鞍上高地地域 乾燥
01/28 09:20 諏訪地域 乾燥
01/28 17:34 上田地域 乾燥
01/28 17:34 佐久地域 乾燥
01/28 17:34 松本地域 強風 乾燥
01/28 17:34 乗鞍上高地地域 乾燥
01/28 17:34 諏訪地域 乾燥
01/28 17:34 木曽地域 大雪
01/28 20:23 上田地域 濃霧
01/28 20:23 佐久地域 濃霧
01/28 20:23 松本地域 強風 濃霧
01/28 20:23 乗鞍上高地地域 濃霧
01/28 20:23 諏訪地域 濃霧
01/28 20:23 南部 濃霧
01/29 04:11 中部 濃霧
01/29 04:11 南部 濃霧
01/29 07:04 中部 乾燥
01/29 16:31 北部 大雪
01/29 16:31 中部 乾燥
01/29 19:50 北部 大雪 なだれ
01/29 19:50 木曽地域 大雪
01/29 19:50 下伊那地域 大雪
01/30 04:50 北部 大雪 なだれ
01/30 04:50 南部 低温
01/30 06:18 長野地域 大雪 なだれ
01/30 06:18 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/30 06:18 大北地域 大雪 なだれ
01/30 06:18 南部 低温
01/30 09:20 長野地域 大雪 なだれ
01/30 09:20 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/30 09:20 大北地域 大雪 なだれ
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01/30 11:05 長野地域 なだれ
01/30 11:05 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/30 11:05 大北地域 なだれ
01/30 13:17 長野地域 なだれ
01/30 13:17 中野飯山地域 大雪 なだれ
01/30 13:17 大北地域 なだれ
01/30 14:51 北部 なだれ
01/30 16:29 北部 なだれ
01/30 16:29 中部 低温
01/30 16:29 南部 低温
01/31 04:25 北部 濃霧 なだれ 低温
01/31 04:25 中部 低温
01/31 04:25 南部 低温
01/31 10:10 北部 なだれ
01/31 20:14 長野県 解除
02/01 16:30 上田地域 大雪 着雪
02/01 16:30 佐久地域 大雪 着雪
02/01 16:30 松本地域 大雪 着雪
02/01 16:30 乗鞍上高地地域 着雪
02/01 16:30 諏訪地域 大雪 着雪
02/01 16:30 南部 大雪 着雪
02/01 21:25 上田地域 大雪 着雪
02/01 21:25 佐久地域 大雪 着雪
02/01 21:25 松本地域 大雪 着雪
02/01 21:25 乗鞍上高地地域 着雪
02/01 21:25 諏訪地域 大雪 着雪
02/01 21:25 上伊那地域 大雪 着雪
02/01 21:25 木曽地域 大雪 着雪
02/01 21:25 下伊那地域 大雪 着雪
02/02 06:20 上田地域 大雪 着雪
02/02 06:20 佐久地域 大雪 着雪
02/02 06:20 諏訪地域 大雪 着雪
02/02 06:20 南部 大雪 着雪
02/02 09:05 長野県 解除
02/02 16:39 北部 濃霧
02/02 16:39 中部 濃霧
02/02 19:54 長野県 濃霧
02/03 10:38 長野県 解除
02/04 01:29 中野飯山地域 濃霧
02/04 10:07 北部 雷
02/04 15:13 北部 大雪 雷 なだれ
02/04 15:13 上田地域 大雪
02/04 15:13 木曽地域 大雪
02/04 18:15 北部 大雪 雷 なだれ
02/04 18:15 上田地域 大雪
02/04 18:15 木曽地域 大雪
02/05 06:14 北部 大雪 なだれ
02/05 09:30 北部 なだれ
02/05 16:30 長野地域 なだれ 低温
02/05 16:30 中野飯山地域 なだれ 低温
02/05 16:30 大北地域 大雪 なだれ 低温
02/05 16:30 中部 低温
02/05 16:30 上伊那地域 低温
02/05 16:30 木曽地域 大雪 低温
02/05 16:30 下伊那地域 低温
02/05 18:34 長野地域 なだれ 低温
02/05 18:34 中野飯山地域 なだれ 低温
02/05 18:34 大北地域 大雪 なだれ 低温
02/05 18:34 中部 低温
02/05 18:34 上伊那地域 低温
02/05 18:34 木曽地域 大雪 低温
02/05 18:34 下伊那地域 大雪 低温
02/06 04:53 北部 なだれ 低温
02/06 04:53 中部 低温
02/06 04:53 南部 低温
02/06 09:10 北部 なだれ
02/06 16:30 北部 なだれ 低温
02/06 16:30 中部 低温
02/06 16:30 南部 低温
02/06 21:20 長野県 低温
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02/07 06:20 北部 大雪 雷 なだれ 低温
02/07 06:20 中部 乾燥 低温
02/07 06:20 南部 低温
02/07 09:05 北部 大雪 雷 なだれ
02/07 09:05 上田地域 大雪 乾燥
02/07 09:05 佐久地域 乾燥
02/07 09:05 松本地域 乾燥
02/07 09:05 乗鞍上高地地域 乾燥
02/07 09:05 諏訪地域 乾燥
02/07 16:37 北部 大雪 なだれ 低温
02/07 16:37 上田地域 大雪 乾燥 低温
02/07 16:37 佐久地域 乾燥 低温
02/07 16:37 松本地域 乾燥 低温
02/07 16:37 乗鞍上高地地域 乾燥 低温
02/07 16:37 諏訪地域 乾燥 低温
02/07 16:37 南部 低温
02/07 20:18 北部 大雪 なだれ 低温
02/07 20:18 上田地域 大雪 低温
02/07 20:18 佐久地域 低温
02/07 20:18 松本地域 低温
02/07 20:18 乗鞍上高地地域 低温
02/07 20:18 諏訪地域 低温
02/07 20:18 南部 低温
02/07 21:36 長野地域 なだれ 低温
02/07 21:36 中野飯山地域 大雪 なだれ 低温
02/07 21:36 大北地域 なだれ 低温
02/07 21:36 中部 低温
02/07 21:36 南部 低温
02/07 23:09 北部 なだれ 低温
02/07 23:09 中部 低温
02/07 23:09 南部 低温
02/08 03:06 北部 濃霧 なだれ 低温
02/08 03:06 中部 濃霧 低温
02/08 03:06 南部 濃霧 低温
02/08 10:14 北部 なだれ
02/08 15:50 北部 なだれ 低温
02/08 15:50 中部 乾燥 低温
02/08 15:50 南部 低温
02/08 20:43 北部 濃霧 低温
02/08 20:43 中部 濃霧 乾燥 低温
02/08 20:43 南部 低温
02/09 10:04 中部 乾燥
02/09 16:52 中部 乾燥
02/09 22:48 中野飯山地域 濃霧
02/09 22:48 中部 乾燥
02/10 10:45 中部 乾燥
02/10 11:55 北部 なだれ
02/10 11:55 上田地域 乾燥 なだれ
02/10 11:55 佐久地域 乾燥
02/10 11:55 松本地域 乾燥
02/10 11:55 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
02/10 11:55 諏訪地域 乾燥
02/10 16:40 北部 なだれ
02/10 16:40 上田地域 なだれ 着雪
02/10 16:40 佐久地域 大雪 着雪
02/10 16:40 乗鞍上高地地域 なだれ 着雪
02/10 16:40 諏訪地域 大雪 着雪
02/10 16:40 南部 大雪 着雪
02/11 04:21 北部 濃霧 なだれ
02/11 04:21 上田地域 濃霧 なだれ
02/11 04:21 佐久地域 濃霧
02/11 04:21 松本地域 濃霧
02/11 04:21 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
02/11 04:21 諏訪地域 濃霧
02/11 04:21 南部 濃霧
02/11 10:08 北部 なだれ
02/11 10:08 上田地域 なだれ
02/11 10:08 佐久地域 強風
02/11 10:08 乗鞍上高地地域 なだれ
02/11 10:08 諏訪地域 強風
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02/11 10:08 下伊那地域 強風
02/11 16:32 大北地域 なだれ
02/12 04:55 大北地域 なだれ
02/12 04:55 中部 乾燥
02/12 09:17 大北地域 なだれ
02/12 09:17 上田地域 乾燥
02/12 09:17 佐久地域 強風 乾燥
02/12 09:17 松本地域 乾燥
02/12 09:17 乗鞍上高地地域 乾燥
02/12 09:17 諏訪地域 強風 乾燥
02/12 09:17 木曽地域 大雪
02/12 09:17 下伊那地域 大雪
02/12 19:22 大北地域 なだれ
02/12 19:22 中部 乾燥
02/13 04:10 大北地域 なだれ
02/13 04:10 上田地域 乾燥
02/13 04:10 佐久地域 強風 乾燥
02/13 04:10 松本地域 乾燥
02/13 04:10 乗鞍上高地地域 乾燥
02/13 04:10 諏訪地域 強風 乾燥
02/13 04:10 木曽地域 大雪
02/13 04:10 下伊那地域 大雪
02/13 16:55 長野地域 低温
02/13 16:55 中野飯山地域 低温
02/13 16:55 大北地域 なだれ 低温
02/13 16:55 中部 乾燥 低温
02/13 16:55 上伊那地域 低温
02/13 16:55 木曽地域 大雪 低温
02/13 16:55 下伊那地域 大雪 低温
02/13 20:31 長野地域 低温
02/13 20:31 中野飯山地域 濃霧 低温
02/13 20:31 大北地域 なだれ 低温
02/13 20:31 中部 乾燥 低温
02/13 20:31 南部 低温
02/14 09:21 大北地域 なだれ
02/14 09:21 上田地域 乾燥
02/14 09:21 佐久地域 強風 乾燥
02/14 09:21 松本地域 強風 乾燥
02/14 09:21 乗鞍上高地地域 乾燥
02/14 09:21 諏訪地域 乾燥
02/14 16:51 長野地域 雷 着雪
02/14 16:51 中野飯山地域 雷 着雪
02/14 16:51 大北地域 雷 なだれ 着雪
02/14 16:51 上田地域 乾燥
02/14 16:51 佐久地域 強風 乾燥
02/14 16:51 松本地域 強風 乾燥
02/14 16:51 乗鞍上高地地域 乾燥
02/14 16:51 諏訪地域 乾燥
02/15 04:39 長野地域 着雪
02/15 04:39 中野飯山地域 着雪
02/15 04:39 大北地域 なだれ 着雪
02/15 04:39 中部 乾燥
02/15 09:09 大北地域 なだれ
02/15 09:09 中部 乾燥
02/15 21:12 中部 乾燥
02/17 06:15 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
02/17 06:15 上田地域 乾燥
02/17 06:15 佐久地域 強風 乾燥
02/17 06:15 松本地域 乾燥
02/17 06:15 乗鞍上高地地域 乾燥
02/17 06:15 諏訪地域 強風 乾燥
02/17 06:15 下伊那地域 強風
02/17 11:25 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
02/17 11:25 上田地域 乾燥
02/17 11:25 佐久地域 強風 乾燥
02/17 11:25 松本地域 乾燥
02/17 11:25 乗鞍上高地地域 乾燥
02/17 11:25 諏訪地域 強風 乾燥
02/17 11:25 下伊那地域 強風
02/17 12:13 北部 大雪 雷 なだれ 着雪
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02/17 12:13 上田地域 乾燥
02/17 12:13 佐久地域 強風 乾燥
02/17 12:13 松本地域 乾燥
02/17 12:13 乗鞍上高地地域 乾燥
02/17 12:13 諏訪地域 強風 乾燥
02/17 12:13 木曽地域 大雪
02/17 12:13 下伊那地域 強風
02/17 16:32 北部 大雪 なだれ
02/17 16:32 上田地域 大雪 乾燥
02/17 16:32 佐久地域 乾燥
02/17 16:32 松本地域 乾燥
02/17 16:32 乗鞍上高地地域 乾燥
02/17 16:32 諏訪地域 強風 乾燥
02/17 16:32 木曽地域 大雪
02/17 23:11 長野地域 大雪 なだれ
02/17 23:11 中野飯山地域 大雪 なだれ
02/17 23:11 大北地域 大雪 なだれ
02/17 23:11 上田地域 大雪 乾燥 なだれ
02/17 23:11 佐久地域 乾燥
02/17 23:11 松本地域 乾燥
02/17 23:11 乗鞍上高地地域 乾燥
02/17 23:11 諏訪地域 強風 乾燥
02/18 04:06 長野地域 なだれ
02/18 04:06 中野飯山地域 大雪 なだれ
02/18 04:06 大北地域 なだれ
02/18 04:06 上田地域 乾燥 なだれ
02/18 04:06 佐久地域 乾燥
02/18 04:06 松本地域 乾燥
02/18 04:06 乗鞍上高地地域 乾燥
02/18 04:06 諏訪地域 乾燥
02/18 10:30 北部 なだれ
02/18 10:30 上田地域 乾燥 なだれ
02/18 10:30 佐久地域 乾燥
02/18 10:30 松本地域 乾燥
02/18 10:30 乗鞍上高地地域 乾燥
02/18 10:30 諏訪地域 乾燥
02/18 16:30 北部 なだれ 低温
02/18 16:30 上田地域 乾燥 なだれ 低温
02/18 16:30 佐久地域 乾燥 低温
02/18 16:30 松本地域 乾燥 低温
02/18 16:30 乗鞍上高地地域 乾燥 低温
02/18 16:30 諏訪地域 乾燥 低温
02/18 16:30 南部 低温
02/18 22:22 長野地域 低温
02/18 22:22 中野飯山地域 なだれ 低温
02/18 22:22 大北地域 低温
02/18 22:22 中部 低温
02/18 22:22 南部 低温
02/19 09:05 中野飯山地域 なだれ
02/19 09:05 中部 乾燥
02/19 09:05 南部 乾燥
02/19 21:30 中部 乾燥
02/19 21:30 南部 乾燥
02/20 04:30 北部 濃霧
02/20 04:30 中部 濃霧 乾燥
02/20 04:30 南部 乾燥
02/20 07:55 中部 乾燥
02/20 07:55 南部 乾燥
02/20 22:23 長野県 解除
02/21 04:10 大北地域 大雪
02/21 08:14 長野県 解除
02/21 16:30 南部 低温
02/22 08:08 中部 乾燥
02/22 08:08 南部 乾燥
02/22 19:08 上田地域 濃霧
02/22 19:08 佐久地域 濃霧
02/22 19:08 南部 乾燥
02/23 07:07 中部 乾燥
02/23 07:07 南部 乾燥
02/24 10:32 上田地域 乾燥

資料　62



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

02/24 10:32 佐久地域 強風 乾燥
02/24 10:32 松本地域 強風 乾燥
02/24 10:32 乗鞍上高地地域 乾燥
02/24 10:32 諏訪地域 乾燥
02/24 10:32 南部 乾燥
02/24 18:10 長野県 解除
02/24 22:25 北部 濃霧
02/24 22:25 上田地域 濃霧
02/24 22:25 佐久地域 濃霧
02/25 07:38 長野県 解除
02/25 16:37 上田地域 濃霧
02/25 16:37 佐久地域 濃霧
02/26 07:03 長野県 解除
02/26 16:34 北部 低温
02/26 16:34 中部 乾燥
02/26 16:34 南部 乾燥
02/27 06:31 長野地域 低温
02/27 06:31 中野飯山地域 濃霧 低温
02/27 06:31 大北地域 低温
02/27 06:31 中部 乾燥
02/27 06:31 南部 乾燥
02/27 08:09 中野飯山地域 濃霧
02/27 08:09 中部 乾燥
02/27 08:09 南部 乾燥
02/27 10:07 中部 乾燥
02/27 10:07 南部 乾燥
02/28 04:33 北部 なだれ
02/28 04:33 上田地域 乾燥 なだれ
02/28 04:33 佐久地域 乾燥
02/28 04:33 松本地域 乾燥
02/28 04:33 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
02/28 04:33 諏訪地域 乾燥
02/28 04:33 南部 乾燥
02/28 17:15 北部 強風 なだれ
02/28 17:15 上田地域 雷 乾燥 なだれ
02/28 17:15 佐久地域 雷 乾燥
02/28 17:15 松本地域 雷 乾燥
02/28 17:15 乗鞍上高地地域 雷 乾燥 なだれ
02/28 17:15 諏訪地域 雷 乾燥
02/28 17:15 南部 雷 乾燥
02/28 22:25 北部 強風 なだれ
02/28 22:25 上田地域 雷 強風 なだれ
02/28 22:25 佐久地域 雷 強風
02/28 22:25 松本地域 雷 強風
02/28 22:25 乗鞍上高地地域 雷 強風 なだれ
02/28 22:25 諏訪地域 雷 強風
02/28 22:25 南部 雷 強風
03/01 04:53 長野地域 雷 強風 なだれ
03/01 04:53 中野飯山地域 雷 強風 なだれ
03/01 04:53 大北地域 大雪 雷 強風 なだれ 着雪
03/01 04:53 上田地域 雷 強風 なだれ
03/01 04:53 佐久地域 雷 強風
03/01 04:53 松本地域 雷 強風
03/01 04:53 乗鞍上高地地域 雷 強風 なだれ
03/01 04:53 諏訪地域 雷 強風
03/01 04:53 南部 雷 強風
03/01 06:55 長野地域 雷 強風 なだれ
03/01 06:55 中野飯山地域 雷 強風 なだれ
03/01 06:55 大北地域 大雪 雷 強風 なだれ 着雪
03/01 06:55 上田地域 雷 強風 なだれ
03/01 06:55 佐久地域 雷 強風
03/01 06:55 松本地域 大雪 雷 強風 着雪
03/01 06:55 乗鞍上高地地域 雷 強風 なだれ
03/01 06:55 諏訪地域 大雪 雷 強風 着雪
03/01 06:55 南部 雷 強風
03/01 10:29 北部 雷 強風 なだれ
03/01 10:29 上田地域 強風 なだれ
03/01 10:29 佐久地域 強風
03/01 10:29 松本地域 強風
03/01 10:29 乗鞍上高地地域 強風 なだれ
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03/01 10:29 諏訪地域 暴風
03/01 10:29 南部 強風
03/01 11:25 北部 雷 強風 なだれ
03/01 11:25 上田地域 強風 なだれ
03/01 11:25 佐久地域 暴風
03/01 11:25 松本地域 強風
03/01 11:25 乗鞍上高地地域 強風 なだれ
03/01 11:25 諏訪地域 暴風
03/01 11:25 南部 強風
03/01 20:26 北部 雷 強風 なだれ
03/01 20:26 上田地域 強風 なだれ
03/01 20:26 佐久地域 強風
03/01 20:26 松本地域 強風
03/01 20:26 乗鞍上高地地域 強風 なだれ
03/01 20:26 諏訪地域 強風
03/01 20:26 南部 強風
03/01 21:28 北部 雷 強風 なだれ
03/01 21:28 上田地域 強風 なだれ
03/01 21:28 佐久地域 暴風
03/01 21:28 松本地域 強風
03/01 21:28 乗鞍上高地地域 強風 なだれ
03/01 21:28 諏訪地域 強風
03/01 21:28 南部 強風
03/02 00:11 北部 強風 なだれ
03/02 00:11 上田地域 強風 なだれ
03/02 00:11 佐久地域 暴風
03/02 00:11 松本地域 強風
03/02 00:11 乗鞍上高地地域 強風 なだれ
03/02 00:11 諏訪地域 強風
03/02 00:11 南部 強風
03/02 04:29 北部 強風
03/02 04:29 上田地域 強風 乾燥
03/02 04:29 佐久地域 暴風 乾燥
03/02 04:29 松本地域 強風 乾燥
03/02 04:29 乗鞍上高地地域 強風 乾燥
03/02 04:29 諏訪地域 強風 乾燥
03/02 04:29 南部 強風 乾燥
03/02 09:16 上田地域 乾燥
03/02 09:16 佐久地域 強風 乾燥
03/02 09:16 松本地域 乾燥
03/02 09:16 乗鞍上高地地域 乾燥
03/02 09:16 諏訪地域 強風 乾燥
03/02 09:16 上伊那地域 乾燥
03/02 09:16 木曽地域 乾燥
03/02 09:16 下伊那地域 強風 乾燥
03/02 15:15 中部 乾燥
03/02 15:15 南部 乾燥
03/02 16:38 中野飯山地域 濃霧
03/02 16:38 中部 乾燥
03/02 16:38 南部 乾燥
03/03 04:25 長野地域 なだれ
03/03 04:25 中野飯山地域 濃霧 なだれ
03/03 04:25 大北地域 なだれ
03/03 04:25 上田地域 乾燥 なだれ
03/03 04:25 佐久地域 乾燥
03/03 04:25 松本地域 乾燥
03/03 04:25 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/03 04:25 諏訪地域 乾燥
03/03 04:25 南部 乾燥
03/03 10:14 北部 なだれ
03/03 10:14 上田地域 乾燥 なだれ
03/03 10:14 佐久地域 乾燥
03/03 10:14 松本地域 乾燥
03/03 10:14 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/03 10:14 諏訪地域 乾燥
03/03 10:14 南部 乾燥
03/04 04:42 北部 なだれ
03/04 04:42 上田地域 乾燥 なだれ
03/04 04:42 佐久地域 乾燥
03/04 04:42 松本地域 強風 乾燥
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03/04 04:42 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/04 04:42 諏訪地域 乾燥
03/04 04:42 南部 乾燥
03/04 16:52 北部 なだれ
03/04 16:52 上田地域 乾燥 なだれ
03/04 16:52 佐久地域 乾燥
03/04 16:52 松本地域 乾燥
03/04 16:52 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/04 16:52 諏訪地域 乾燥
03/04 16:52 南部 乾燥
03/04 21:35 北部 融雪 なだれ
03/04 21:35 上田地域 融雪 なだれ
03/04 21:35 松本地域 強風
03/04 21:35 乗鞍上高地地域 融雪 なだれ
03/04 21:35 木曽地域 融雪
03/05 04:18 長野地域 強風 融雪 なだれ
03/05 04:18 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
03/05 04:18 大北地域 融雪 なだれ
03/05 04:18 上田地域 融雪 なだれ
03/05 04:18 佐久地域 強風
03/05 04:18 松本地域 強風
03/05 04:18 乗鞍上高地地域 融雪 なだれ
03/05 04:18 諏訪地域 強風
03/05 04:18 木曽地域 融雪
03/05 09:19 北部 融雪 なだれ
03/05 09:19 上田地域 雷 融雪 なだれ
03/05 09:19 佐久地域 雷 強風
03/05 09:19 松本地域 雷 強風
03/05 09:19 乗鞍上高地地域 雷 融雪 なだれ
03/05 09:19 諏訪地域 雷 強風
03/05 09:19 上伊那地域 雷
03/05 09:19 木曽地域 雷 融雪
03/05 09:19 下伊那地域 雷
03/05 11:11 北部 融雪 なだれ
03/05 11:11 上田地域 雷 融雪 なだれ
03/05 11:11 佐久地域 雷 強風
03/05 11:11 松本地域 雷 強風
03/05 11:11 乗鞍上高地地域 雷 融雪 なだれ
03/05 11:11 諏訪地域 雷 強風
03/05 11:11 上伊那地域 雷
03/05 11:11 木曽地域 雷 融雪 洪水
03/05 11:11 下伊那地域 雷
03/05 15:55 北部 融雪 濃霧 なだれ
03/05 15:55 上田地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 15:55 佐久地域 雷 濃霧
03/05 15:55 松本地域 雷 強風 濃霧
03/05 15:55 乗鞍上高地地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 15:55 諏訪地域 雷 強風 濃霧
03/05 15:55 上伊那地域 雷 濃霧
03/05 15:55 木曽地域 雷 融雪 洪水 濃霧
03/05 15:55 下伊那地域 雷 濃霧
03/05 16:30 北部 融雪 濃霧 なだれ
03/05 16:30 上田地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 16:30 佐久地域 雷 濃霧
03/05 16:30 松本地域 雷 強風 濃霧
03/05 16:30 乗鞍上高地地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 16:30 諏訪地域 雷 強風 濃霧
03/05 16:30 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/05 16:30 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/05 16:30 下伊那地域 雷 濃霧
03/05 18:22 北部 強風 融雪 濃霧 なだれ
03/05 18:22 上田地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 18:22 佐久地域 雷 濃霧
03/05 18:22 松本地域 雷 強風 濃霧
03/05 18:22 乗鞍上高地地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 18:22 諏訪地域 雷 強風 洪水 濃霧
03/05 18:22 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/05 18:22 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/05 18:22 下伊那地域 雷 濃霧
03/05 20:10 北部 強風 融雪 濃霧 なだれ
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03/05 20:10 上田地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 20:10 佐久地域 大雨 雷 濃霧
03/05 20:10 松本地域 雷 強風 濃霧
03/05 20:10 乗鞍上高地地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/05 20:10 諏訪地域 雷 強風 洪水 濃霧
03/05 20:10 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/05 20:10 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/05 20:10 下伊那地域 雷 濃霧
03/05 22:28 北部 濃霧 なだれ 着雪
03/05 22:28 上田地域 濃霧 なだれ
03/05 22:28 佐久地域 大雨 濃霧
03/05 22:28 松本地域 濃霧
03/05 22:28 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/05 22:28 諏訪地域 強風 洪水 濃霧
03/05 22:28 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
03/05 22:28 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
03/05 22:28 下伊那地域 濃霧
03/05 23:49 北部 濃霧 なだれ 着雪
03/05 23:49 上田地域 濃霧 なだれ
03/05 23:49 佐久地域 濃霧
03/05 23:49 松本地域 濃霧
03/05 23:49 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/05 23:49 諏訪地域 強風 濃霧
03/05 23:49 南部 濃霧
03/06 04:35 北部 濃霧 なだれ
03/06 04:35 上田地域 濃霧 なだれ
03/06 04:35 佐久地域 濃霧
03/06 04:35 松本地域 濃霧
03/06 04:35 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/06 04:35 諏訪地域 強風 濃霧
03/06 04:35 南部 濃霧
03/06 10:16 北部 なだれ
03/06 10:16 上田地域 なだれ
03/06 10:16 乗鞍上高地地域 なだれ
03/06 10:16 諏訪地域 強風
03/06 16:32 北部 なだれ
03/06 16:32 上田地域 なだれ
03/06 16:32 乗鞍上高地地域 なだれ
03/06 20:18 長野県 解除
03/07 16:50 上田地域 濃霧
03/07 16:50 佐久地域 濃霧
03/08 10:12 北部 雷 なだれ
03/08 10:12 上田地域 雷 なだれ
03/08 10:12 佐久地域 雷
03/08 10:12 松本地域 雷
03/08 10:12 乗鞍上高地地域 雷 なだれ
03/08 10:12 諏訪地域 雷
03/08 10:12 南部 雷
03/08 11:55 長野地域 雷 強風 なだれ
03/08 11:55 中野飯山地域 雷 強風 なだれ
03/08 11:55 大北地域 雷 なだれ
03/08 11:55 上田地域 雷 なだれ
03/08 11:55 佐久地域 雷
03/08 11:55 松本地域 雷
03/08 11:55 乗鞍上高地地域 雷 なだれ
03/08 11:55 諏訪地域 雷
03/08 11:55 南部 雷
03/08 16:38 長野地域 大雨 雷 強風 融雪 なだれ
03/08 16:38 中野飯山地域 雷 強風 融雪 なだれ
03/08 16:38 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
03/08 16:38 上田地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 16:38 佐久地域 大雨 雷 濃霧
03/08 16:38 松本地域 大雨 雷 融雪
03/08 16:38 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 なだれ
03/08 16:38 諏訪地域 大雨 雷
03/08 16:38 上伊那地域 大雨 雷
03/08 16:38 木曽地域 大雨 雷 融雪
03/08 16:38 下伊那地域 大雨 雷
03/08 20:27 長野地域 大雨 雷 強風 融雪 濃霧 なだれ

03/08 20:27 中野飯山地域 雷 強風 融雪 濃霧 なだれ
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03/08 20:27 大北地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 20:27 上田地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 20:27 佐久地域 大雨 雷 濃霧
03/08 20:27 松本地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/08 20:27 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 20:27 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
03/08 20:27 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 20:27 木曽地域 大雨 雷 融雪 濃霧
03/08 20:27 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 22:29 長野地域 大雨 雷 強風 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/08 22:29 中野飯山地域 雷 強風 融雪 濃霧 なだれ
03/08 22:29 大北地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 22:29 上田地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 22:29 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 22:29 松本地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/08 22:29 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 22:29 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 22:29 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 22:29 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/08 22:29 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 23:58 長野地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/08 23:58 中野飯山地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 23:58 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/08 23:58 上田地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/08 23:58 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 23:58 松本地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/08 23:58 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/08 23:58 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 23:58 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/08 23:58 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/08 23:58 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 04:28 長野地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/09 04:28 中野飯山地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/09 04:28 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 04:28 上田地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/09 04:28 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 04:28 松本地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/09 04:28 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/09 04:28 諏訪地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
03/09 04:28 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 04:28 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/09 04:28 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 06:33 長野地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/09 06:33 中野飯山地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
03/09 06:33 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 06:33 上田地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/09 06:33 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 06:33 松本地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/09 06:33 乗鞍上高地地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ

03/09 06:33 諏訪地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
03/09 06:33 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 06:33 木曽地域 大雨 雷 融雪 洪水 濃霧
03/09 06:33 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
03/09 09:23 長野地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 09:23 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
03/09 09:23 大北地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 09:23 上田地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 09:23 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
03/09 09:23 松本地域 大雨 融雪 洪水 濃霧
03/09 09:23 乗鞍上高地地域 融雪 洪水 濃霧 なだれ
03/09 09:23 諏訪地域 大雨 強風 濃霧
03/09 09:23 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
03/09 09:23 木曽地域 大雨 融雪 洪水 濃霧
03/09 09:23 下伊那地域 大雨 濃霧
03/09 11:26 長野地域 大雨 洪水 なだれ
03/09 11:26 中野飯山地域 なだれ
03/09 11:26 大北地域 大雨 洪水 なだれ
03/09 11:26 上田地域 なだれ
03/09 11:26 佐久地域 大雨
03/09 11:26 松本地域 洪水
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03/09 11:26 乗鞍上高地地域 なだれ
03/09 11:26 諏訪地域 強風
03/09 11:26 上伊那地域 洪水
03/09 11:26 木曽地域 洪水
03/09 14:04 北部 なだれ
03/09 14:04 上田地域 なだれ
03/09 14:04 乗鞍上高地地域 なだれ
03/09 14:04 諏訪地域 強風
03/09 14:04 上伊那地域 洪水
03/09 16:31 北部 なだれ
03/09 16:31 上田地域 なだれ
03/09 16:31 乗鞍上高地地域 なだれ
03/09 16:31 諏訪地域 強風
03/09 21:37 北部 なだれ
03/09 21:37 上田地域 なだれ
03/09 21:37 乗鞍上高地地域 なだれ
03/10 04:04 長野県 解除
03/13 04:08 北部 なだれ
03/13 04:08 上田地域 なだれ
03/13 04:08 乗鞍上高地地域 なだれ
03/14 04:31 北部 なだれ
03/14 04:31 上田地域 乾燥 なだれ
03/14 04:31 佐久地域 乾燥
03/14 04:31 松本地域 乾燥
03/14 04:31 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/14 04:31 諏訪地域 乾燥
03/14 05:35 長野地域 なだれ
03/14 05:35 中野飯山地域 濃霧 なだれ
03/14 05:35 大北地域 なだれ
03/14 05:35 上田地域 乾燥 なだれ
03/14 05:35 佐久地域 乾燥
03/14 05:35 松本地域 乾燥
03/14 05:35 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/14 05:35 諏訪地域 乾燥
03/14 09:07 北部 なだれ
03/14 09:07 上田地域 乾燥 なだれ
03/14 09:07 佐久地域 乾燥
03/14 09:07 松本地域 乾燥
03/14 09:07 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/14 09:07 諏訪地域 乾燥
03/15 14:41 北部 なだれ
03/15 14:41 上田地域 乾燥 なだれ
03/15 14:41 佐久地域 乾燥
03/15 14:41 松本地域 強風 乾燥
03/15 14:41 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/15 14:41 諏訪地域 乾燥
03/15 21:05 北部 なだれ
03/15 21:05 上田地域 なだれ
03/15 21:05 乗鞍上高地地域 なだれ
03/16 03:19 北部 なだれ
03/16 03:19 上田地域 なだれ
03/16 03:19 松本地域 強風
03/16 03:19 乗鞍上高地地域 なだれ
03/16 07:45 北部 なだれ
03/16 07:45 上田地域 なだれ
03/16 07:45 乗鞍上高地地域 なだれ
03/16 10:50 北部 なだれ
03/16 10:50 上田地域 濃霧 なだれ
03/16 10:50 佐久地域 濃霧
03/16 10:50 松本地域 濃霧
03/16 10:50 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/16 10:50 諏訪地域 濃霧
03/16 10:50 南部 濃霧
03/16 16:46 北部 濃霧 なだれ
03/16 16:46 上田地域 濃霧 なだれ
03/16 16:46 佐久地域 濃霧
03/16 16:46 松本地域 濃霧
03/16 16:46 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/16 16:46 諏訪地域 濃霧
03/16 16:46 南部 濃霧

資料　68



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

03/16 21:35 長野県 濃霧
03/17 07:37 中部 乾燥
03/17 16:33 中部 乾燥
03/18 04:52 北部 なだれ
03/18 04:52 上田地域 乾燥 なだれ
03/18 04:52 佐久地域 乾燥
03/18 04:52 松本地域 乾燥
03/18 04:52 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/18 04:52 諏訪地域 乾燥
03/18 11:03 北部 なだれ
03/18 11:03 上田地域 乾燥 なだれ
03/18 11:03 佐久地域 乾燥
03/18 11:03 松本地域 強風 乾燥
03/18 11:03 乗鞍上高地地域 乾燥 なだれ
03/18 11:03 諏訪地域 乾燥
03/18 19:30 北部 なだれ
03/18 19:30 上田地域 なだれ
03/18 19:30 乗鞍上高地地域 なだれ
03/20 17:04 長野県 濃霧
03/21 04:30 北部 濃霧
03/21 04:30 上田地域 大雪 濃霧 着雪
03/21 04:30 佐久地域 大雪 濃霧 着雪
03/21 04:30 松本地域 大雪 濃霧 着雪
03/21 04:30 乗鞍上高地地域 濃霧
03/21 04:30 諏訪地域 大雪 濃霧 着雪
03/21 04:30 南部 大雪 濃霧 着雪
03/21 10:50 長野地域 なだれ
03/21 10:50 中野飯山地域 なだれ
03/21 10:50 大北地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 10:50 上田地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 10:50 佐久地域 大雪 着雪
03/21 10:50 松本地域 大雪 着雪
03/21 10:50 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 10:50 諏訪地域 大雪 着雪
03/21 10:50 上伊那地域 大雪 着雪
03/21 10:50 木曽地域 大雪 着雪
03/21 10:50 下伊那地域 大雪 着雪
03/21 16:56 長野地域 なだれ
03/21 16:56 中野飯山地域 なだれ
03/21 16:56 大北地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 16:56 上田地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 16:56 佐久地域 大雪 着雪
03/21 16:56 松本地域 大雪 着雪
03/21 16:56 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 16:56 諏訪地域 大雪 着雪
03/21 16:56 南部 大雪 着雪
03/21 18:10 長野地域 強風 なだれ
03/21 18:10 中野飯山地域 強風 なだれ
03/21 18:10 大北地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 18:10 上田地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 18:10 佐久地域 大雪 着雪
03/21 18:10 松本地域 大雪 着雪
03/21 18:10 乗鞍上高地地域 大雪 なだれ 着雪
03/21 18:10 諏訪地域 大雪 着雪
03/21 18:10 南部 大雪 着雪
03/22 02:59 長野地域 雷 強風 なだれ
03/22 02:59 中野飯山地域 雷 強風 なだれ
03/22 02:59 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
03/22 02:59 上田地域 大雪 雷 なだれ 着雪
03/22 02:59 佐久地域 大雪 雷 着雪
03/22 02:59 松本地域 大雪 雷 着雪
03/22 02:59 乗鞍上高地地域 大雪 雷 なだれ 着雪
03/22 02:59 諏訪地域 大雪 雷 着雪
03/22 02:59 上伊那地域 雷
03/22 02:59 木曽地域 大雪 雷 着雪
03/22 02:59 下伊那地域 雷
03/22 06:17 長野地域 雷 なだれ
03/22 06:17 中野飯山地域 雷 なだれ
03/22 06:17 大北地域 大雪 雷 なだれ 着雪
03/22 06:17 上田地域 大雪 雷 なだれ 着雪
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03/22 06:17 佐久地域 大雪 雷 着雪
03/22 06:17 松本地域 大雪 雷 着雪
03/22 06:17 乗鞍上高地地域 大雪 雷 なだれ 着雪
03/22 06:17 諏訪地域 大雪 雷 着雪
03/22 06:17 上伊那地域 雷
03/22 06:17 木曽地域 大雪 雷 着雪
03/22 06:17 下伊那地域 雷
03/22 09:10 北部 雷 なだれ
03/22 09:10 上田地域 雷 なだれ
03/22 09:10 佐久地域 雷
03/22 09:10 松本地域 雷
03/22 09:10 乗鞍上高地地域 雷 なだれ
03/22 09:10 諏訪地域 雷
03/22 09:10 南部 雷
03/22 10:32 北部 なだれ
03/22 10:32 上田地域 なだれ
03/22 10:32 乗鞍上高地地域 なだれ
03/22 16:32 北部 濃霧 なだれ
03/22 16:32 上田地域 濃霧 なだれ
03/22 16:32 佐久地域 濃霧
03/22 16:32 松本地域 濃霧
03/22 16:32 乗鞍上高地地域 濃霧 なだれ
03/22 16:32 諏訪地域 濃霧
03/22 16:32 南部 濃霧
03/22 20:35 長野県 濃霧
03/23 08:02 長野県 解除
03/23 21:30 北部 濃霧
03/24 02:03 北部 濃霧
03/24 02:03 上田地域 濃霧
03/24 02:03 佐久地域 濃霧
03/24 08:12 長野県 解除
03/25 04:04 北部 なだれ
03/26 04:22 北部 なだれ
03/26 04:22 中部 乾燥
03/27 04:36 北部 なだれ
03/27 04:36 中部 乾燥
03/28 04:33 北部 なだれ
03/28 04:33 中部 乾燥
03/28 04:33 南部 乾燥
03/28 09:12 北部 融雪 なだれ
03/28 09:12 中部 乾燥
03/28 09:12 南部 乾燥
03/29 03:57 北部 融雪 なだれ
03/29 03:57 中部 乾燥
03/29 03:57 南部 乾燥
03/29 16:34 北部 融雪 なだれ
03/29 16:34 上田地域 乾燥
03/29 16:34 佐久地域 乾燥
03/29 16:34 松本地域 乾燥
03/29 16:34 乗鞍上高地地域 乾燥
03/29 16:34 諏訪地域 強風 乾燥
03/29 16:34 上伊那地域 乾燥
03/29 16:34 木曽地域 乾燥
03/29 16:34 下伊那地域 強風 乾燥
03/29 21:12 中部 乾燥
03/29 21:12 南部 乾燥
03/30 04:06 中部 乾燥
03/30 04:06 南部 乾燥
03/31 04:16 北部 乾燥 なだれ
03/31 04:16 中部 乾燥
03/31 04:16 南部 乾燥
04/01 04:24 北部 乾燥 なだれ
04/01 04:24 中部 乾燥
04/01 04:24 南部 乾燥
04/01 21:24 北部 なだれ
04/01 21:24 中部 乾燥
04/02 09:08 北部 融雪 なだれ
04/02 09:08 中部 乾燥
04/02 21:20 北部 融雪 なだれ
04/02 21:20 上田地域 濃霧 乾燥
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04/02 21:20 佐久地域 濃霧 乾燥
04/02 21:20 松本地域 乾燥
04/02 21:20 乗鞍上高地地域 乾燥
04/02 21:20 諏訪地域 乾燥
04/03 04:40 北部 融雪 なだれ
04/03 04:40 上田地域 濃霧 乾燥
04/03 04:40 佐久地域 濃霧 乾燥
04/03 04:40 松本地域 乾燥
04/03 04:40 乗鞍上高地地域 融雪 乾燥
04/03 04:40 諏訪地域 乾燥
04/03 04:40 南部 乾燥
04/03 09:11 北部 融雪 なだれ
04/03 09:11 上田地域 乾燥
04/03 09:11 佐久地域 乾燥
04/03 09:11 松本地域 乾燥
04/03 09:11 乗鞍上高地地域 融雪 乾燥
04/03 09:11 諏訪地域 乾燥
04/03 09:11 南部 乾燥
04/03 21:10 北部 なだれ
04/03 21:10 中部 乾燥
04/03 21:10 南部 乾燥
04/04 15:12 北部 なだれ 霜
04/04 15:12 中部 乾燥 霜
04/04 15:12 南部 乾燥
04/04 19:20 北部 なだれ 霜
04/04 19:20 中部 霜
04/04 22:03 長野地域 霜
04/04 22:03 中野飯山地域 なだれ 霜
04/04 22:03 大北地域 なだれ 霜
04/04 22:03 中部 霜
04/05 08:23 中野飯山地域 なだれ
04/05 08:23 大北地域 なだれ
04/05 08:23 中部 乾燥
04/05 23:08 中野飯山地域 なだれ
04/05 23:08 大北地域 なだれ
04/05 23:08 上田地域 濃霧 乾燥
04/05 23:08 佐久地域 濃霧 乾燥
04/05 23:08 松本地域 乾燥
04/05 23:08 乗鞍上高地地域 乾燥
04/05 23:08 諏訪地域 濃霧 乾燥
04/05 23:08 南部 濃霧
04/06 04:40 長野地域 強風 融雪
04/06 04:40 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/06 04:40 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/06 04:40 上田地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 04:40 佐久地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 04:40 松本地域 強風 乾燥
04/06 04:40 乗鞍上高地地域 強風 融雪 乾燥
04/06 04:40 諏訪地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 04:40 南部 強風 濃霧
04/06 06:22 長野地域 強風 融雪
04/06 06:22 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/06 06:22 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/06 06:22 上田地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 06:22 佐久地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 06:22 松本地域 暴風 乾燥
04/06 06:22 乗鞍上高地地域 強風 融雪 乾燥
04/06 06:22 諏訪地域 強風 濃霧 乾燥
04/06 06:22 南部 強風 濃霧
04/06 10:20 長野地域 強風 融雪
04/06 10:20 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/06 10:20 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/06 10:20 上田地域 強風 乾燥
04/06 10:20 佐久地域 強風 乾燥
04/06 10:20 松本地域 暴風 乾燥
04/06 10:20 乗鞍上高地地域 強風 融雪 乾燥
04/06 10:20 諏訪地域 強風 乾燥
04/06 10:20 南部 強風
04/06 16:47 長野地域 強風 融雪
04/06 16:47 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
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04/06 16:47 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/06 16:47 上田地域 強風
04/06 16:47 佐久地域 強風
04/06 16:47 松本地域 強風
04/06 16:47 乗鞍上高地地域 強風 融雪
04/06 16:47 諏訪地域 強風
04/06 16:47 南部 強風
04/06 20:17 長野地域 融雪
04/06 20:17 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/06 20:17 大北地域 融雪 なだれ
04/06 20:17 乗鞍上高地地域 融雪
04/06 23:07 長野地域 融雪 濃霧
04/06 23:07 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/06 23:07 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
04/06 23:07 乗鞍上高地地域 融雪
04/07 01:46 長野地域 融雪 濃霧
04/07 01:46 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/07 01:46 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
04/07 01:46 上田地域 濃霧
04/07 01:46 佐久地域 濃霧
04/07 01:46 松本地域 濃霧
04/07 01:46 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧
04/07 01:46 諏訪地域 濃霧
04/07 01:46 南部 濃霧
04/07 03:44 北部 濃霧
04/07 03:44 上田地域 濃霧
04/07 03:44 佐久地域 強風 濃霧
04/07 03:44 松本地域 濃霧
04/07 03:44 乗鞍上高地地域 濃霧
04/07 03:44 諏訪地域 強風 濃霧
04/07 03:44 上伊那地域 濃霧
04/07 03:44 木曽地域 濃霧
04/07 03:44 下伊那地域 強風 濃霧
04/07 10:12 北部 雷
04/07 10:12 佐久地域 強風
04/07 10:12 松本地域 強風
04/07 10:12 諏訪地域 強風
04/07 10:12 下伊那地域 強風
04/07 15:15 北部 雷
04/07 15:15 上田地域 霜
04/07 15:15 佐久地域 強風 霜
04/07 15:15 松本地域 強風 霜
04/07 15:15 乗鞍上高地地域 霜
04/07 15:15 諏訪地域 強風 霜
04/07 15:15 上伊那地域 霜
04/07 15:15 木曽地域 霜
04/07 15:15 下伊那地域 強風 霜
04/07 17:54 北部 雷
04/07 17:54 中部 霜
04/07 17:54 南部 霜
04/08 07:41 北部 雷
04/08 07:41 中部 乾燥
04/08 11:54 北部 霜
04/08 11:54 中部 乾燥 霜
04/08 11:54 南部 霜
04/08 21:57 長野県 霜
04/09 04:30 北部 霜
04/09 04:30 上田地域 乾燥 霜
04/09 04:30 佐久地域 強風 乾燥 霜
04/09 04:30 松本地域 強風 乾燥 霜
04/09 04:30 乗鞍上高地地域 乾燥 霜
04/09 04:30 諏訪地域 乾燥 霜
04/09 04:30 南部 霜
04/09 07:58 上田地域 乾燥
04/09 07:58 佐久地域 強風 乾燥
04/09 07:58 松本地域 強風 乾燥
04/09 07:58 乗鞍上高地地域 乾燥
04/09 07:58 諏訪地域 乾燥
04/09 15:17 北部 霜
04/09 15:17 上田地域 乾燥 霜
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04/09 15:17 佐久地域 強風 乾燥 霜
04/09 15:17 松本地域 強風 乾燥 霜
04/09 15:17 乗鞍上高地地域 乾燥 霜
04/09 15:17 諏訪地域 乾燥 霜
04/09 15:17 南部 霜
04/09 17:45 北部 霜
04/09 17:45 中部 乾燥 霜
04/09 17:45 南部 霜
04/10 08:06 中部 乾燥
04/10 15:16 北部 霜
04/10 15:16 中部 乾燥 霜
04/10 15:16 南部 霜
04/10 21:07 長野県 霜
04/11 04:20 長野地域 雷 強風
04/11 04:20 中野飯山地域 雷 強風
04/11 04:20 大北地域 雷 強風 融雪 なだれ
04/11 04:20 上田地域 雷 強風
04/11 04:20 佐久地域 雷 強風
04/11 04:20 松本地域 暴風 雷
04/11 04:20 乗鞍上高地地域 雷 強風 融雪
04/11 04:20 諏訪地域 雷 強風
04/11 04:20 南部 強風
04/11 15:11 長野地域 雷 霜
04/11 15:11 中野飯山地域 雷 強風 融雪 なだれ 霜
04/11 15:11 大北地域 雷 融雪 なだれ 霜
04/11 15:11 上田地域 雷 霜
04/11 15:11 佐久地域 雷 強風 霜
04/11 15:11 松本地域 雷 強風 霜
04/11 15:11 乗鞍上高地地域 雷 融雪 霜
04/11 15:11 諏訪地域 雷 強風 霜
04/11 15:11 上伊那地域 強風
04/11 15:11 下伊那地域 強風
04/11 17:22 長野地域 雷 霜
04/11 17:22 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ 霜
04/11 17:22 大北地域 雷 融雪 なだれ 霜
04/11 17:22 上田地域 雷 霜
04/11 17:22 佐久地域 雷 強風 霜
04/11 17:22 松本地域 雷 霜
04/11 17:22 乗鞍上高地地域 雷 融雪 霜
04/11 17:22 諏訪地域 雷 強風 霜
04/11 17:22 上伊那地域 雷
04/11 17:22 木曽地域 雷
04/11 17:22 下伊那地域 雷 強風
04/11 20:40 長野地域 霜
04/11 20:40 中野飯山地域 融雪 なだれ 霜
04/11 20:40 大北地域 融雪 なだれ 霜
04/11 20:40 上田地域 雷 霜
04/11 20:40 佐久地域 雷 霜
04/11 20:40 松本地域 雷 霜
04/11 20:40 乗鞍上高地地域 雷 融雪 霜
04/11 20:40 諏訪地域 雷 霜
04/11 20:40 南部 雷
04/12 00:15 長野地域 濃霧 霜
04/12 00:15 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/12 00:15 大北地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/12 00:15 上田地域 濃霧 霜
04/12 00:15 佐久地域 濃霧 霜
04/12 00:15 松本地域 濃霧 霜
04/12 00:15 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧 霜
04/12 00:15 諏訪地域 濃霧 霜
04/12 00:15 南部 雷 濃霧
04/12 04:22 北部 濃霧 霜
04/12 04:22 中部 濃霧 霜
04/12 04:22 南部 濃霧
04/12 07:36 中部 乾燥
04/12 14:41 北部 霜
04/12 14:41 中部 乾燥 霜
04/12 14:41 南部 霜
04/13 07:26 中部 乾燥
04/13 13:40 北部 霜
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04/13 13:40 中部 乾燥 霜
04/13 13:40 南部 霜
04/13 21:30 長野県 霜
04/14 04:53 北部 霜
04/14 04:53 上田地域 霜
04/14 04:53 佐久地域 霜
04/14 04:53 松本地域 強風 霜
04/14 04:53 乗鞍上高地地域 霜
04/14 04:53 諏訪地域 霜
04/14 04:53 南部 霜
04/14 08:08 長野県 強風
04/14 10:19 長野地域 強風 融雪
04/14 10:19 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/14 10:19 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/14 10:19 上田地域 強風
04/14 10:19 佐久地域 強風
04/14 10:19 松本地域 強風
04/14 10:19 乗鞍上高地地域 強風 融雪
04/14 10:19 諏訪地域 強風
04/14 10:19 南部 強風
04/14 16:29 長野地域 強風 融雪
04/14 16:29 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/14 16:29 大北地域 強風 融雪 なだれ
04/14 16:29 上田地域 強風
04/14 16:29 佐久地域 強風
04/14 16:29 松本地域 強風
04/14 16:29 乗鞍上高地地域 強風 融雪
04/14 16:29 諏訪地域 強風
04/14 16:29 南部 雷 強風
04/15 00:35 長野地域 強風 融雪
04/15 00:35 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/15 00:35 大北地域 大雨 強風 融雪 なだれ
04/15 00:35 上田地域 強風
04/15 00:35 佐久地域 強風
04/15 00:35 松本地域 強風
04/15 00:35 乗鞍上高地地域 強風 融雪
04/15 00:35 諏訪地域 強風
04/15 00:35 南部 雷 強風
04/15 02:48 長野地域 強風 融雪
04/15 02:48 中野飯山地域 強風 融雪 なだれ
04/15 02:48 大北地域 大雨 強風 融雪 洪水 なだれ
04/15 02:48 上田地域 強風
04/15 02:48 佐久地域 強風
04/15 02:48 松本地域 強風
04/15 02:48 乗鞍上高地地域 大雨 強風 融雪
04/15 02:48 諏訪地域 強風
04/15 02:48 南部 大雨 雷 強風 洪水
04/15 04:16 長野地域 融雪
04/15 04:16 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/15 04:16 大北地域 大雨 融雪 洪水 なだれ
04/15 04:16 乗鞍上高地地域 大雨 融雪
04/15 04:16 南部 大雨 雷 洪水
04/15 08:11 長野地域 融雪
04/15 08:11 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/15 08:11 大北地域 大雨 融雪 洪水 なだれ
04/15 08:11 乗鞍上高地地域 大雨 融雪
04/15 08:11 諏訪地域 強風
04/15 08:11 上伊那地域 大雨 洪水
04/15 08:11 木曽地域 大雨 洪水
04/15 08:11 下伊那地域 大雨 強風 洪水
04/15 09:12 長野地域 融雪 濃霧
04/15 09:12 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/15 09:12 大北地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
04/15 09:12 上田地域 濃霧
04/15 09:12 佐久地域 濃霧
04/15 09:12 松本地域 濃霧
04/15 09:12 乗鞍上高地地域 大雨 融雪 濃霧
04/15 09:12 諏訪地域 強風 濃霧
04/15 09:12 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 09:12 木曽地域 大雨 洪水 濃霧

資料　74



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

04/15 09:12 下伊那地域 大雨 強風 洪水 濃霧
04/15 10:27 長野地域 融雪 濃霧
04/15 10:27 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/15 10:27 大北地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
04/15 10:27 上田地域 濃霧
04/15 10:27 佐久地域 大雨 濃霧
04/15 10:27 松本地域 濃霧
04/15 10:27 乗鞍上高地地域 大雨 融雪 濃霧
04/15 10:27 諏訪地域 強風 濃霧
04/15 10:27 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 10:27 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 10:27 下伊那地域 大雨 強風 洪水 濃霧
04/15 12:04 長野地域 融雪 濃霧
04/15 12:04 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/15 12:04 大北地域 大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ
04/15 12:04 上田地域 濃霧
04/15 12:04 佐久地域 大雨 濃霧
04/15 12:04 松本地域 濃霧
04/15 12:04 乗鞍上高地地域 大雨 融雪 濃霧
04/15 12:04 諏訪地域 強風 濃霧
04/15 12:04 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 12:04 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 12:04 下伊那地域 大雨 強風 洪水 濃霧
04/15 13:12 長野地域 融雪 濃霧
04/15 13:12 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/15 13:12 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
04/15 13:12 上田地域 濃霧
04/15 13:12 佐久地域 大雨 濃霧
04/15 13:12 松本地域 濃霧
04/15 13:12 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧
04/15 13:12 諏訪地域 強風 濃霧
04/15 13:12 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 13:12 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
04/15 13:12 下伊那地域 強風 濃霧
04/15 15:05 長野地域 融雪 濃霧 霜
04/15 15:05 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/15 15:05 大北地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/15 15:05 上田地域 濃霧 霜
04/15 15:05 佐久地域 濃霧 霜
04/15 15:05 松本地域 濃霧 霜
04/15 15:05 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧 霜
04/15 15:05 諏訪地域 強風 濃霧 霜
04/15 15:05 上伊那地域 濃霧 霜
04/15 15:05 木曽地域 濃霧 霜
04/15 15:05 下伊那地域 強風 濃霧 霜
04/15 17:58 長野地域 融雪 濃霧 霜
04/15 17:58 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/15 17:58 大北地域 融雪 濃霧 なだれ 霜
04/15 17:58 上田地域 濃霧 霜
04/15 17:58 佐久地域 濃霧 霜
04/15 17:58 松本地域 濃霧 霜
04/15 17:58 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧 霜
04/15 17:58 諏訪地域 濃霧 霜
04/15 17:58 南部 濃霧 霜
04/15 20:38 長野県 濃霧 霜
04/16 07:49 長野県 解除
04/16 14:42 長野県 霜
04/17 05:22 北部 霜
04/17 05:22 上田地域 霜
04/17 05:22 佐久地域 濃霧 霜
04/17 05:22 松本地域 霜
04/17 05:22 乗鞍上高地地域 霜
04/17 05:22 諏訪地域 霜
04/17 05:22 南部 霜
04/17 07:33 佐久地域 濃霧
04/17 16:29 長野地域 融雪
04/17 16:29 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/17 16:29 大北地域 融雪 なだれ
04/17 16:29 佐久地域 濃霧
04/17 16:29 乗鞍上高地地域 融雪
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04/17 20:41 長野地域 融雪 濃霧
04/17 20:41 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/17 20:41 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
04/17 20:41 上田地域 濃霧
04/17 20:41 佐久地域 濃霧
04/17 20:41 松本地域 濃霧
04/17 20:41 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧
04/17 20:41 諏訪地域 濃霧
04/17 20:41 南部 濃霧
04/18 08:10 長野地域 融雪 濃霧
04/18 08:10 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/18 08:10 大北地域 大雨 融雪 濃霧 なだれ
04/18 08:10 上田地域 大雨 濃霧
04/18 08:10 佐久地域 大雨 濃霧
04/18 08:10 松本地域 濃霧
04/18 08:10 乗鞍上高地地域 融雪 濃霧
04/18 08:10 諏訪地域 濃霧
04/18 08:10 南部 濃霧
04/18 11:34 中野飯山地域 なだれ
04/18 11:34 大北地域 なだれ
04/18 15:39 長野地域 濃霧 霜
04/18 15:39 中野飯山地域 濃霧 なだれ 霜
04/18 15:39 大北地域 濃霧 なだれ 霜
04/18 15:39 中部 濃霧 霜
04/18 15:39 南部 濃霧 霜
04/19 07:25 長野地域 濃霧
04/19 07:25 中野飯山地域 濃霧 なだれ
04/19 07:25 大北地域 濃霧 なだれ
04/19 07:25 中部 濃霧
04/19 07:25 南部 濃霧
04/19 10:22 中野飯山地域 なだれ
04/19 10:22 大北地域 なだれ
04/19 14:30 中野飯山地域 なだれ
04/19 14:30 大北地域 なだれ
04/19 14:30 中部 霜
04/19 14:30 南部 霜
04/20 07:22 中野飯山地域 なだれ
04/20 07:22 大北地域 なだれ
04/20 15:17 中野飯山地域 なだれ
04/20 15:17 大北地域 なだれ
04/20 15:17 南部 霜
04/21 07:21 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/21 07:21 大北地域 融雪 なだれ
04/21 13:30 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/21 13:30 大北地域 融雪 なだれ
04/21 13:30 中部 霜
04/21 13:30 南部 霜
04/22 04:27 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/22 04:27 大北地域 融雪 なだれ
04/22 04:27 中部 乾燥 霜
04/22 04:27 南部 霜
04/22 06:22 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/22 06:22 大北地域 融雪 なだれ
04/22 06:22 中部 乾燥
04/22 15:11 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/22 15:11 大北地域 融雪 なだれ
04/22 15:11 中部 乾燥 霜
04/22 15:11 南部 霜
04/23 04:07 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/23 04:07 大北地域 融雪 なだれ
04/23 04:07 中部 乾燥
04/23 16:31 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/23 16:31 大北地域 融雪 なだれ
04/23 16:31 上田地域 乾燥
04/23 16:31 佐久地域 濃霧 乾燥
04/23 16:31 松本地域 乾燥
04/23 16:31 乗鞍上高地地域 乾燥
04/23 16:31 諏訪地域 乾燥
04/23 19:49 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/23 19:49 大北地域 融雪 なだれ
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04/23 19:49 佐久地域 濃霧
04/24 04:45 中野飯山地域 融雪 なだれ
04/24 04:45 大北地域 融雪 なだれ
04/24 04:45 佐久地域 濃霧
04/24 04:45 松本地域 強風
04/24 16:53 長野地域 雷
04/24 16:53 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/24 16:53 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
04/24 16:53 上田地域 雷
04/24 16:53 佐久地域 雷 濃霧
04/24 16:53 松本地域 大雨 雷
04/24 16:53 乗鞍上高地地域 大雨 雷
04/24 16:53 諏訪地域 大雨 雷
04/24 16:53 上伊那地域 大雨 雷
04/24 16:53 木曽地域 大雨 雷 洪水
04/24 16:53 下伊那地域 大雨 雷
04/24 22:18 長野地域 雷
04/24 22:18 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/24 22:18 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
04/24 22:18 上田地域 雷
04/24 22:18 佐久地域 雷 濃霧
04/24 22:18 松本地域 大雨 雷
04/24 22:18 乗鞍上高地地域 大雨 雷
04/24 22:18 諏訪地域 大雨 雷
04/24 22:18 上伊那地域 大雨 雷
04/24 22:18 木曽地域 大雨 雷 洪水
04/24 22:18 下伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 00:03 長野地域 雷
04/25 00:03 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 00:03 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
04/25 00:03 上田地域 雷
04/25 00:03 佐久地域 雷 濃霧
04/25 00:03 松本地域 大雨 雷
04/25 00:03 乗鞍上高地地域 大雨 雷
04/25 00:03 諏訪地域 大雨 雷
04/25 00:03 南部 大雨 雷 洪水
04/25 04:04 長野地域 大雨 雷 洪水
04/25 04:04 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 04:04 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 なだれ
04/25 04:04 上田地域 大雨 雷
04/25 04:04 佐久地域 雷 濃霧
04/25 04:04 松本地域 大雨 雷 洪水
04/25 04:04 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
04/25 04:04 諏訪地域 大雨 雷
04/25 04:04 南部 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 長野地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 05:29 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 なだれ
04/25 05:29 上田地域 大雨 雷
04/25 05:29 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
04/25 05:29 松本地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 諏訪地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 上伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 木曽地域 大雨 雷 洪水
04/25 05:29 下伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 長野地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 06:15 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 なだれ
04/25 06:15 上田地域 大雨 雷
04/25 06:15 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
04/25 06:15 松本地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 諏訪地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 上伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 木曽地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:15 下伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 長野地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 06:38 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 なだれ
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04/25 06:38 上田地域 大雨 雷
04/25 06:38 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
04/25 06:38 松本地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 諏訪地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 上伊那地域 大雨 雷 洪水
04/25 06:38 木曽地域 大雨 洪水 雷
04/25 06:38 下伊那地域 大雨 洪水 雷
04/25 07:12 長野地域 大雨 雷 洪水
04/25 07:12 中野飯山地域 雷 融雪 なだれ
04/25 07:12 大北地域 大雨 雷 融雪 洪水 なだれ
04/25 07:12 上田地域 大雨 雷
04/25 07:12 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
04/25 07:12 松本地域 大雨 雷 洪水
04/25 07:12 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
04/25 07:12 諏訪地域 大雨 雷 洪水
04/25 07:12 上伊那地域 洪水 大雨 雷
04/25 07:12 木曽地域 大雨 洪水 雷
04/25 07:12 下伊那地域 大雨 洪水 雷
04/25 10:45 長野地域 大雨 濃霧
04/25 10:45 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/25 10:45 大北地域 大雨 融雪 濃霧 なだれ
04/25 10:45 上田地域 大雨 濃霧
04/25 10:45 佐久地域 濃霧
04/25 10:45 松本地域 濃霧
04/25 10:45 乗鞍上高地地域 濃霧
04/25 10:45 諏訪地域 濃霧
04/25 10:45 南部 大雨 洪水 濃霧
04/25 13:45 長野地域 濃霧
04/25 13:45 中野飯山地域 融雪 濃霧 なだれ
04/25 13:45 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
04/25 13:45 中部 濃霧 霜
04/25 13:45 上伊那地域 洪水 濃霧 霜
04/25 13:45 木曽地域 大雨 洪水 濃霧 霜
04/25 13:45 下伊那地域 大雨 濃霧 霜
04/25 16:31 長野地域 濃霧
04/25 16:31 中野飯山地域 濃霧 なだれ
04/25 16:31 大北地域 濃霧 なだれ
04/25 16:31 中部 濃霧 霜
04/25 16:31 上伊那地域 洪水 濃霧 霜
04/25 16:31 木曽地域 濃霧 霜
04/25 16:31 下伊那地域 濃霧 霜
04/25 19:44 北部 濃霧
04/25 19:44 中部 濃霧 霜
04/25 19:44 南部 濃霧 霜
04/26 07:19 長野県 解除
04/27 15:05 中部 霜
04/27 15:05 南部 霜
04/27 16:33 北部 雷
04/27 16:33 中部 雷 霜
04/27 16:33 南部 雷 霜
04/27 21:07 上田地域 濃霧 霜
04/27 21:07 佐久地域 濃霧 霜
04/27 21:07 松本地域 霜
04/27 21:07 乗鞍上高地地域 霜
04/27 21:07 諏訪地域 霜
04/27 21:07 南部 霜
04/28 04:20 北部 濃霧
04/28 04:20 上田地域 濃霧 霜
04/28 04:20 佐久地域 濃霧 霜
04/28 04:20 松本地域 霜
04/28 04:20 乗鞍上高地地域 霜
04/28 04:20 諏訪地域 霜
04/28 04:20 南部 霜
04/28 07:48 中部 乾燥
04/28 15:15 中部 乾燥 霜
04/28 15:15 南部 霜
04/29 07:40 中野飯山地域 融雪
04/29 07:40 大北地域 融雪 なだれ
04/29 07:40 中部 乾燥
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04/29 15:45 中野飯山地域 融雪
04/29 15:45 大北地域 融雪 なだれ
04/29 15:45 中部 乾燥
04/29 15:45 南部 霜
04/30 06:24 中野飯山地域 融雪
04/30 06:24 大北地域 融雪 なだれ
04/30 06:24 中部 乾燥
04/30 15:21 長野地域 霜
04/30 15:21 中野飯山地域 融雪 霜
04/30 15:21 大北地域 融雪 なだれ 霜
04/30 15:21 中部 乾燥 霜
04/30 15:21 南部 霜
05/01 07:42 長野地域 乾燥
05/01 07:42 中野飯山地域 融雪 乾燥
05/01 07:42 大北地域 融雪 乾燥 なだれ
05/01 07:42 中部 乾燥
05/01 07:42 南部 乾燥
05/01 20:28 中野飯山地域 融雪
05/01 20:28 大北地域 融雪 なだれ
05/01 20:28 中部 乾燥
05/02 16:36 長野地域 雷
05/02 16:36 中野飯山地域 雷 融雪
05/02 16:36 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
05/02 16:36 中部 雷
05/02 16:36 南部 大雨 雷
05/02 21:26 長野地域 雷
05/02 21:26 中野飯山地域 雷 融雪
05/02 21:26 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
05/02 21:26 上田地域 雷
05/02 21:26 佐久地域 雷 濃霧
05/02 21:26 松本地域 雷
05/02 21:26 乗鞍上高地地域 雷
05/02 21:26 諏訪地域 雷
05/02 21:26 南部 大雨 雷
05/03 02:54 長野地域 雷
05/03 02:54 中野飯山地域 雷 融雪
05/03 02:54 大北地域 大雨 雷 融雪 なだれ
05/03 02:54 上田地域 雷
05/03 02:54 佐久地域 雷 濃霧
05/03 02:54 松本地域 雷
05/03 02:54 乗鞍上高地地域 雷
05/03 02:54 諏訪地域 雷
05/03 02:54 上伊那地域 大雨 雷 洪水
05/03 02:54 木曽地域 大雨 雷
05/03 02:54 下伊那地域 大雨 雷 洪水
05/03 04:56 長野地域 雷 濃霧
05/03 04:56 中野飯山地域 雷 融雪 濃霧
05/03 04:56 大北地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
05/03 04:56 中部 雷 濃霧
05/03 04:56 上伊那地域 雷 洪水 濃霧
05/03 04:56 木曽地域 雷 濃霧
05/03 04:56 下伊那地域 雷 洪水 濃霧
05/03 10:11 長野地域 濃霧
05/03 10:11 中野飯山地域 融雪 濃霧
05/03 10:11 大北地域 融雪 濃霧 なだれ
05/03 14:15 中野飯山地域 融雪
05/03 14:15 大北地域 融雪 なだれ
05/03 14:15 中部 霜
05/03 14:15 南部 霜
05/03 16:30 長野地域 雷 濃霧
05/03 16:30 中野飯山地域 雷 融雪 濃霧
05/03 16:30 大北地域 雷 融雪 濃霧 なだれ
05/03 16:30 中部 雷 濃霧 霜
05/03 16:30 南部 雷 濃霧 霜
05/03 20:28 北部 雷 濃霧
05/03 20:28 中部 雷 濃霧 霜
05/03 20:28 南部 雷 濃霧 霜
05/04 04:40 長野県 雷
05/04 09:04 北部 雷
05/04 09:04 中部 雷 乾燥
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05/04 09:04 南部 雷
05/04 10:51 北部 雷
05/04 10:51 中部 雷 乾燥
05/04 10:51 南部 雷
05/04 15:28 北部 霜
05/04 15:28 中部 乾燥 霜
05/04 15:28 南部 霜
05/04 20:14 北部 雷 霜
05/04 20:14 中部 乾燥 霜
05/04 20:14 南部 霜
05/05 04:08 北部 雷
05/05 04:08 中部 乾燥
05/05 04:08 南部 乾燥
05/05 07:22 中部 乾燥
05/05 07:22 南部 乾燥
05/05 15:13 北部 霜
05/05 15:13 中部 乾燥 霜
05/05 15:13 南部 乾燥 霜
05/06 07:46 中野飯山地域 融雪
05/06 07:46 大北地域 融雪 なだれ
05/06 07:46 中部 乾燥
05/06 07:46 南部 乾燥
05/06 20:35 中野飯山地域 融雪
05/06 20:35 大北地域 融雪 なだれ
05/07 04:15 中野飯山地域 融雪
05/07 04:15 大北地域 融雪 なだれ
05/07 04:15 南部 雷
05/07 16:39 中野飯山地域 融雪
05/07 16:39 大北地域 融雪 なだれ
05/07 16:39 松本地域 大雨
05/07 16:39 諏訪地域 大雨 洪水
05/07 16:39 上伊那地域 大雨 雷 洪水
05/07 16:39 木曽地域 雷 洪水
05/07 16:39 下伊那地域 大雨 雷 洪水
05/07 17:07 中野飯山地域 融雪
05/07 17:07 大北地域 融雪 なだれ
05/07 17:07 松本地域 大雨
05/07 17:07 諏訪地域 大雨 洪水
05/07 17:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水
05/07 17:07 木曽地域 雷 洪水
05/07 17:07 下伊那地域 大雨 雷 洪水
05/07 19:48 長野県 濃霧
05/08 10:08 中野飯山地域 濃霧
05/08 10:08 上田地域 濃霧
05/08 10:08 佐久地域 濃霧
05/08 16:26 北部 濃霧
05/08 16:26 上田地域 大雨 濃霧
05/08 16:26 佐久地域 大雨 濃霧
05/08 16:26 松本地域 濃霧
05/08 16:26 乗鞍上高地地域 濃霧
05/08 16:26 諏訪地域 大雨 濃霧
05/08 16:26 上伊那地域 大雨 濃霧
05/08 16:26 木曽地域 濃霧
05/08 16:26 下伊那地域 濃霧
05/08 22:11 長野地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 中野飯山地域 濃霧
05/08 22:11 大北地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 上田地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 佐久地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 松本地域 濃霧
05/08 22:11 乗鞍上高地地域 濃霧
05/08 22:11 諏訪地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 上伊那地域 大雨 濃霧
05/08 22:11 木曽地域 濃霧
05/08 22:11 下伊那地域 濃霧
05/09 03:06 長野地域 大雨 濃霧
05/09 03:06 中野飯山地域 濃霧
05/09 03:06 大北地域 大雨 濃霧
05/09 03:06 上田地域 大雨 洪水 濃霧
05/09 03:06 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
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05/09 03:06 松本地域 洪水 濃霧
05/09 03:06 乗鞍上高地地域 濃霧
05/09 03:06 諏訪地域 大雨 濃霧
05/09 03:06 上伊那地域 大雨 濃霧
05/09 03:06 木曽地域 濃霧
05/09 03:06 下伊那地域 濃霧
05/09 04:43 長野地域 大雨 濃霧
05/09 04:43 中野飯山地域 濃霧
05/09 04:43 大北地域 大雨 濃霧
05/09 04:43 上田地域 大雨 洪水 濃霧
05/09 04:43 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
05/09 04:43 松本地域 大雨 洪水 濃霧
05/09 04:43 乗鞍上高地地域 濃霧
05/09 04:43 諏訪地域 大雨 濃霧
05/09 04:43 上伊那地域 大雨 濃霧
05/09 04:43 木曽地域 大雨 濃霧
05/09 04:43 下伊那地域 濃霧
05/09 11:15 長野地域 大雨
05/09 11:15 大北地域 大雨
05/09 11:15 上田地域 大雨
05/09 11:15 佐久地域 大雨
05/09 11:15 松本地域 大雨
05/09 11:15 諏訪地域 大雨
05/09 11:15 上伊那地域 大雨
05/09 13:27 上田地域 大雨
05/09 13:27 佐久地域 大雨
05/09 15:37 中部 霜
05/09 15:37 南部 霜
05/09 17:08 北部 濃霧
05/09 17:08 中部 濃霧 霜
05/09 17:08 南部 濃霧 霜
05/09 20:27 北部 雷 濃霧
05/09 20:27 中部 濃霧 霜
05/09 20:27 南部 濃霧 霜
05/10 06:30 北部 雷 濃霧
05/10 06:30 中部 濃霧
05/10 06:30 南部 濃霧
05/10 10:35 北部 雷
05/10 10:35 中部 雷
05/10 14:30 長野県 霜
05/11 01:57 長野県 濃霧 霜
05/11 07:36 長野県 解除
05/11 14:36 中部 霜
05/11 14:36 南部 霜
05/12 07:18 中部 乾燥
05/12 20:16 長野県 解除
05/13 10:10 長野地域 大雨
05/13 10:10 大北地域 大雨
05/13 10:10 上田地域 大雨
05/13 10:10 佐久地域 大雨
05/13 10:10 松本地域 大雨
05/13 10:10 諏訪地域 大雨
05/13 10:10 上伊那地域 大雨 雷
05/13 10:10 木曽地域 大雨 雷
05/13 10:10 下伊那地域 雷
05/13 13:52 長野地域 大雨
05/13 13:52 大北地域 大雨
05/13 13:52 上田地域 大雨
05/13 13:52 佐久地域 大雨
05/13 13:52 松本地域 大雨
05/13 13:52 諏訪地域 大雨
05/13 13:52 上伊那地域 大雨 雷
05/13 13:52 木曽地域 大雨 雷
05/13 13:52 下伊那地域 雷
05/13 15:51 長野地域 大雨 濃霧
05/13 15:51 中野飯山地域 濃霧
05/13 15:51 大北地域 大雨 濃霧
05/13 15:51 上田地域 大雨 濃霧
05/13 15:51 佐久地域 大雨 濃霧
05/13 15:51 松本地域 大雨 洪水 濃霧
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05/13 15:51 乗鞍上高地地域 濃霧
05/13 15:51 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
05/13 15:51 南部 大雨 雷 洪水 濃霧
05/13 17:19 長野地域 大雨 濃霧
05/13 17:19 中野飯山地域 濃霧
05/13 17:19 大北地域 大雨 濃霧
05/13 17:19 上田地域 大雨 濃霧
05/13 17:19 佐久地域 大雨 濃霧
05/13 17:19 松本地域 大雨 洪水 濃霧
05/13 17:19 乗鞍上高地地域 濃霧
05/13 17:19 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
05/13 17:19 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
05/13 17:19 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
05/13 17:19 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
05/13 20:38 長野地域 雷 濃霧
05/13 20:38 中野飯山地域 雷 濃霧
05/13 20:38 大北地域 大雨 雷 濃霧
05/13 20:38 上田地域 大雨 濃霧
05/13 20:38 佐久地域 大雨 濃霧
05/13 20:38 松本地域 濃霧
05/13 20:38 乗鞍上高地地域 濃霧
05/13 20:38 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
05/13 20:38 南部 大雨 洪水 濃霧
05/13 23:27 長野地域 雷 濃霧
05/13 23:27 中野飯山地域 雷 濃霧
05/13 23:27 大北地域 大雨 雷 濃霧
05/13 23:27 上田地域 大雨 濃霧
05/13 23:27 佐久地域 大雨 濃霧
05/13 23:27 松本地域 濃霧
05/13 23:27 乗鞍上高地地域 濃霧
05/13 23:27 諏訪地域 洪水 濃霧
05/13 23:27 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
05/13 23:27 木曽地域 濃霧
05/13 23:27 下伊那地域 濃霧
05/14 04:20 長野地域 雷 濃霧
05/14 04:20 中野飯山地域 雷 濃霧
05/14 04:20 大北地域 大雨 雷 濃霧
05/14 04:20 中部 濃霧
05/14 04:20 南部 濃霧
05/14 07:55 北部 濃霧
05/14 07:55 上田地域 濃霧
05/14 07:55 佐久地域 濃霧
05/14 10:31 長野県 解除
05/16 04:49 中部 乾燥
05/16 16:38 中部 乾燥
05/17 04:34 北部 雷
05/17 04:34 中部 雷 乾燥
05/17 04:34 南部 雷
05/17 16:34 長野県 雷
05/17 21:32 北部 雷 濃霧
05/17 21:32 上田地域 雷
05/17 21:32 松本地域 雷
05/17 21:32 乗鞍上高地地域 雷
05/18 04:42 北部 雷 濃霧
05/18 04:42 中部 雷
05/18 04:42 南部 雷
05/18 08:07 長野県 雷
05/18 16:32 長野地域 大雨 雷
05/18 16:32 中野飯山地域 雷
05/18 16:32 大北地域 大雨 雷
05/18 16:32 上田地域 雷
05/18 16:32 佐久地域 雷
05/18 16:32 松本地域 大雨 雷
05/18 16:32 乗鞍上高地地域 雷
05/18 16:32 諏訪地域 雷
05/18 16:32 南部 雷
05/19 04:13 長野地域 雷
05/19 04:13 中野飯山地域 雷
05/19 04:13 大北地域 大雨 雷
05/19 04:13 中部 雷
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05/19 04:13 南部 雷
05/19 06:13 長野県 解除
05/19 07:17 佐久地域 濃霧
05/19 10:57 長野県 解除
05/19 14:39 北部 霜
05/19 14:39 中部 霜
05/19 14:39 上伊那地域 霜
05/19 14:39 木曽地域 霜
05/19 14:39 下伊那地域 強風 霜
05/19 16:50 北部 霜
05/19 16:50 上田地域 霜
05/19 16:50 佐久地域 霜
05/19 16:50 松本地域 霜
05/19 16:50 乗鞍上高地地域 霜
05/19 16:50 諏訪地域 強風 霜
05/19 16:50 上伊那地域 霜
05/19 16:50 木曽地域 霜
05/19 16:50 下伊那地域 強風 霜
05/19 20:14 北部 濃霧 霜
05/19 20:14 上田地域 濃霧 霜
05/19 20:14 佐久地域 濃霧 霜
05/19 20:14 松本地域 濃霧 霜
05/19 20:14 乗鞍上高地地域 濃霧 霜
05/19 20:14 諏訪地域 強風 濃霧 霜
05/19 20:14 南部 濃霧 霜
05/20 03:44 長野県 濃霧 霜
05/20 06:38 長野県 解除
05/20 14:28 長野県 霜
05/21 04:54 北部 濃霧
05/21 07:55 中部 乾燥
05/21 14:47 中部 乾燥 霜
05/21 14:47 南部 霜
05/22 06:27 中部 乾燥
05/22 21:53 長野県 解除
05/23 16:28 長野県 雷
05/24 03:32 長野県 濃霧
05/24 10:17 長野県 解除
05/25 04:06 中部 乾燥
05/26 10:22 北部 雷
05/26 10:22 中部 雷 乾燥
05/26 10:22 南部 雷
05/26 20:47 北部 雷
05/26 20:47 中部 雷 乾燥
05/26 20:47 南部 雷
05/26 23:39 中部 乾燥
05/27 06:24 上田地域 乾燥
05/27 06:24 佐久地域 濃霧 乾燥
05/27 06:24 松本地域 乾燥
05/27 06:24 乗鞍上高地地域 乾燥
05/27 06:24 諏訪地域 乾燥
05/27 08:04 中部 乾燥
05/27 16:40 上田地域 濃霧 乾燥
05/27 16:40 佐久地域 濃霧 乾燥
05/27 16:40 松本地域 乾燥
05/27 16:40 乗鞍上高地地域 乾燥
05/27 16:40 諏訪地域 乾燥
05/28 08:10 北部 雷
05/28 08:10 中部 雷 乾燥
05/28 19:52 中部 乾燥
05/29 18:17 北部 雷
05/29 18:17 中部 雷 乾燥
05/29 21:29 北部 濃霧 △12,13
05/30 06:26 長野県 解除
05/30 16:29 長野県 濃霧
05/31 04:47 長野県 雷 濃霧
05/31 10:22 長野県 雷
05/31 16:38 長野県 雷 濃霧
05/31 19:39 長野地域 大雨 雷 濃霧
05/31 19:39 中野飯山地域 雷 洪水 濃霧
05/31 19:39 大北地域 雷 濃霧
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05/31 19:39 中部 雷 濃霧
05/31 19:39 南部 雷 濃霧
05/31 20:23 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
05/31 20:23 中野飯山地域 雷 洪水 濃霧
05/31 20:23 大北地域 雷 濃霧
05/31 20:23 中部 雷 濃霧
05/31 20:23 南部 雷 濃霧
05/31 23:12 長野県 雷 濃霧
06/01 03:30 長野県 濃霧
06/01 08:04 長野県 解除
06/01 22:09 上田地域 濃霧
06/01 22:09 佐久地域 濃霧
06/02 04:45 長野県 濃霧
06/02 08:05 長野県 解除
06/03 16:35 中部 雷
06/03 16:35 南部 雷
06/03 19:55 長野県 解除
06/05 04:45 中部 乾燥
06/05 19:44 長野県 解除
06/06 09:07 長野県 濃霧
06/07 08:04 長野県 解除
06/07 10:34 長野県 雷
06/07 20:21 長野県 解除
06/08 16:55 中部 雷
06/08 16:55 南部 雷
06/09 00:47 北部 濃霧
06/09 00:47 中部 雷 濃霧
06/09 00:47 南部 雷 濃霧
06/09 04:26 長野県 濃霧
06/09 08:12 長野県 解除
06/09 16:40 上田地域 濃霧
06/09 16:40 佐久地域 濃霧
06/09 16:40 諏訪地域 濃霧
06/09 21:21 長野県 濃霧
06/10 04:47 上田地域 濃霧
06/10 04:47 佐久地域 濃霧
06/10 04:47 諏訪地域 濃霧
06/10 16:33 長野県 濃霧
06/11 10:31 上田地域 濃霧
06/11 10:31 佐久地域 濃霧
06/11 10:31 諏訪地域 濃霧
06/11 16:35 北部 雷
06/11 16:35 上田地域 雷 濃霧
06/11 16:35 佐久地域 雷 濃霧
06/11 16:35 松本地域 雷
06/11 16:35 乗鞍上高地地域 雷
06/11 16:35 諏訪地域 雷 濃霧
06/11 16:35 南部 雷
06/11 22:38 長野県 雷 濃霧
06/12 08:05 長野県 雷
06/12 12:03 長野地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:03 中野飯山地域 雷 洪水
06/12 12:03 大北地域 雷
06/12 12:03 中部 雷
06/12 12:03 南部 雷
06/12 12:16 長野地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:16 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:16 大北地域 大雨 雷
06/12 12:16 中部 雷
06/12 12:16 南部 雷
06/12 12:56 長野地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:56 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:56 大北地域 大雨 雷
06/12 12:56 上田地域 大雨 雷
06/12 12:56 佐久地域 大雨 雷
06/12 12:56 松本地域 大雨 雷 洪水
06/12 12:56 乗鞍上高地地域 雷
06/12 12:56 諏訪地域 大雨 雷
06/12 12:56 南部 雷
06/12 13:22 長野地域 大雨 雷 洪水
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06/12 13:22 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
06/12 13:22 大北地域 大雨 雷
06/12 13:22 上田地域 大雨 雷 洪水
06/12 13:22 佐久地域 大雨 雷 洪水
06/12 13:22 松本地域 大雨 雷 洪水
06/12 13:22 乗鞍上高地地域 雷
06/12 13:22 諏訪地域 大雨 雷 強風
06/12 13:22 南部 雷
06/12 16:26 長野県 濃霧
06/13 08:05 長野県 解除
06/13 16:52 長野県 濃霧
06/14 08:02 長野県 解除
06/14 16:35 佐久地域 濃霧
06/15 10:47 長野県 濃霧
06/16 04:30 長野県 雷 濃霧
06/16 10:28 長野県 雷
06/16 13:31 北部 雷
06/16 13:31 上田地域 雷 濃霧
06/16 13:31 佐久地域 雷 濃霧
06/16 13:31 松本地域 雷
06/16 13:31 乗鞍上高地地域 雷
06/16 13:31 諏訪地域 雷
06/16 13:31 南部 雷
06/16 20:19 上田地域 濃霧
06/16 20:19 佐久地域 濃霧
06/17 10:30 長野県 解除
06/17 16:31 上田地域 濃霧
06/17 16:31 佐久地域 濃霧
06/18 07:17 中部 雷
06/18 07:17 南部 雷
06/18 13:36 長野県 解除
06/18 16:33 佐久地域 濃霧
06/19 02:22 長野県 濃霧
06/19 07:29 長野県 解除
06/19 15:11 長野県 雷 濃霧
06/19 18:38 長野地域 雷 洪水 濃霧
06/19 18:38 中野飯山地域 雷 濃霧
06/19 18:38 大北地域 雷 濃霧
06/19 18:38 中部 雷 濃霧
06/19 18:38 南部 雷 濃霧
06/19 19:58 長野県 濃霧
06/20 04:47 北部 濃霧
06/20 04:47 中部 雷 濃霧
06/20 04:47 南部 雷 濃霧
06/20 08:08 長野地域 洪水 濃霧
06/20 08:08 中野飯山地域 濃霧
06/20 08:08 大北地域 大雨 濃霧
06/20 08:08 上田地域 雷 濃霧
06/20 08:08 佐久地域 雷 濃霧
06/20 08:08 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/20 08:08 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
06/20 08:08 諏訪地域 雷 濃霧
06/20 08:08 南部 雷 濃霧
06/20 09:04 長野地域 洪水 濃霧
06/20 09:04 中野飯山地域 濃霧
06/20 09:04 大北地域 大雨 濃霧
06/20 09:04 上田地域 雷 濃霧
06/20 09:04 佐久地域 雷 濃霧
06/20 09:04 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/20 09:04 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
06/20 09:04 諏訪地域 雷 濃霧
06/20 09:04 上伊那地域 雷 洪水 濃霧
06/20 09:04 木曽地域 雷 濃霧
06/20 09:04 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
06/20 13:16 北部 濃霧
06/20 13:16 中部 雷 濃霧
06/20 13:16 上伊那地域 雷 洪水 濃霧
06/20 13:16 木曽地域 雷 濃霧
06/20 13:16 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
06/20 16:33 北部 濃霧
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06/20 16:33 中部 雷 濃霧
06/20 16:33 上伊那地域 雷 濃霧
06/20 16:33 木曽地域 雷 濃霧
06/20 16:33 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
06/20 19:42 北部 濃霧
06/20 19:42 中部 雷 濃霧
06/20 19:42 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/20 19:42 木曽地域 雷 濃霧
06/20 19:42 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/21 04:05 長野県 濃霧
06/21 10:28 長野県 解除
06/22 04:24 長野県 濃霧
06/22 08:03 長野県 解除
06/23 13:09 佐久地域 濃霧
06/23 16:29 長野県 濃霧
06/24 08:07 長野県 解除
06/26 20:30 長野県 雷
06/27 04:29 北部 雷
06/27 04:29 上田地域 雷
06/27 04:29 佐久地域 雷
06/27 04:29 松本地域 雷 強風
06/27 04:29 乗鞍上高地地域 雷
06/27 04:29 諏訪地域 雷
06/27 04:29 南部 雷
06/27 13:53 長野地域 雷
06/27 13:53 中野飯山地域 雷
06/27 13:53 大北地域 大雨 雷 洪水
06/27 13:53 上田地域 雷
06/27 13:53 佐久地域 雷
06/27 13:53 松本地域 雷 強風
06/27 13:53 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/27 13:53 諏訪地域 雷
06/27 13:53 南部 雷
06/27 16:34 長野地域 雷
06/27 16:34 中野飯山地域 雷
06/27 16:34 大北地域 大雨 雷 洪水
06/27 16:34 上田地域 雷
06/27 16:34 佐久地域 大雨 雷
06/27 16:34 松本地域 雷
06/27 16:34 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/27 16:34 諏訪地域 雷
06/27 16:34 南部 雷
06/27 21:12 長野地域 雷
06/27 21:12 中野飯山地域 雷
06/27 21:12 大北地域 大雨 雷 洪水
06/27 21:12 上田地域 大雨 雷
06/27 21:12 佐久地域 大雨 雷
06/27 21:12 松本地域 雷
06/27 21:12 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/27 21:12 諏訪地域 大雨 雷
06/27 21:12 南部 雷
06/27 23:23 長野地域 雷
06/27 23:23 中野飯山地域 雷
06/27 23:23 大北地域 大雨 雷 洪水
06/27 23:23 上田地域 大雨 雷
06/27 23:23 佐久地域 大雨 雷
06/27 23:23 松本地域 雷
06/27 23:23 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/27 23:23 諏訪地域 大雨 雷
06/27 23:23 上伊那地域 大雨 雷
06/27 23:23 木曽地域 雷 洪水
06/27 23:23 下伊那地域 雷
06/28 03:16 長野地域 雷
06/28 03:16 中野飯山地域 雷
06/28 03:16 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 03:16 上田地域 大雨 雷
06/28 03:16 佐久地域 大雨 雷
06/28 03:16 松本地域 雷
06/28 03:16 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 03:16 諏訪地域 大雨 雷
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06/28 03:16 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 03:16 木曽地域 大雨 雷 洪水
06/28 03:16 下伊那地域 雷
06/28 04:07 長野地域 雷
06/28 04:07 中野飯山地域 雷
06/28 04:07 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:07 上田地域 大雨 雷
06/28 04:07 佐久地域 大雨 雷
06/28 04:07 松本地域 大雨 雷
06/28 04:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:07 諏訪地域 大雨 雷
06/28 04:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:07 木曽地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:07 下伊那地域 雷
06/28 04:32 長野地域 雷
06/28 04:32 中野飯山地域 雷
06/28 04:32 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:32 上田地域 大雨 雷
06/28 04:32 佐久地域 大雨 雷
06/28 04:32 松本地域 大雨 雷
06/28 04:32 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:32 諏訪地域 大雨 雷
06/28 04:32 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:32 木曽地域 大雨 雷 洪水
06/28 04:32 下伊那地域 雷
06/28 05:08 長野地域 雷
06/28 05:08 中野飯山地域 雷
06/28 05:08 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:08 上田地域 大雨 雷
06/28 05:08 佐久地域 大雨 雷
06/28 05:08 松本地域 大雨 雷
06/28 05:08 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:08 諏訪地域 大雨 雷
06/28 05:08 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:08 木曽地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:08 下伊那地域 雷
06/28 05:38 長野地域 雷
06/28 05:38 中野飯山地域 雷
06/28 05:38 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:38 上田地域 大雨 雷
06/28 05:38 佐久地域 大雨 雷
06/28 05:38 松本地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:38 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:38 諏訪地域 大雨 雷
06/28 05:38 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 05:38 木曽地域 大雨 洪水 雷
06/28 05:38 下伊那地域 雷
06/28 06:43 長野地域 雷
06/28 06:43 中野飯山地域 雷
06/28 06:43 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 06:43 上田地域 大雨 雷
06/28 06:43 佐久地域 大雨 雷
06/28 06:43 松本地域 大雨 雷 洪水
06/28 06:43 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 06:43 諏訪地域 大雨 雷 洪水
06/28 06:43 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 06:43 木曽地域 大雨 洪水 雷
06/28 06:43 下伊那地域 雷
06/28 07:07 長野地域 雷
06/28 07:07 中野飯山地域 雷
06/28 07:07 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:07 上田地域 大雨 雷
06/28 07:07 佐久地域 大雨 雷
06/28 07:07 松本地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:07 諏訪地域 洪水 大雨 雷
06/28 07:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:07 木曽地域 大雨 洪水 雷
06/28 07:07 下伊那地域 雷
06/28 07:24 長野地域 雷
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06/28 07:24 中野飯山地域 雷
06/28 07:24 大北地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:24 上田地域 大雨 雷
06/28 07:24 佐久地域 大雨 雷
06/28 07:24 松本地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:24 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:24 諏訪地域 洪水 大雨 雷
06/28 07:24 上伊那地域 大雨 雷 洪水
06/28 07:24 木曽地域 大雨 洪水 雷
06/28 07:24 下伊那地域 雷
06/28 10:54 長野地域 雷 濃霧
06/28 10:54 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 上田地域 大雨 雷 濃霧
06/28 10:54 佐久地域 大雨 雷 濃霧
06/28 10:54 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
06/28 10:54 下伊那地域 雷 濃霧
06/28 15:36 長野地域 雷 濃霧
06/28 15:36 中野飯山地域 雷 濃霧
06/28 15:36 大北地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 上田地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 佐久地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 松本地域 雷 濃霧
06/28 15:36 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
06/28 15:36 木曽地域 雷 濃霧
06/28 15:36 下伊那地域 雷 濃霧
06/28 22:15 長野県 濃霧
06/29 04:32 北部 雷 濃霧
06/29 04:32 上田地域 雷 濃霧
06/29 04:32 佐久地域 雷 濃霧
06/29 04:32 松本地域 雷 強風 濃霧
06/29 04:32 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
06/29 04:32 諏訪地域 雷 濃霧
06/29 04:32 南部 雷 濃霧
06/29 07:14 北部 雷
06/29 07:14 上田地域 雷
06/29 07:14 佐久地域 雷
06/29 07:14 松本地域 雷 強風
06/29 07:14 乗鞍上高地地域 雷
06/29 07:14 諏訪地域 雷
06/29 07:14 南部 雷
06/29 08:16 北部 雷
06/29 08:16 上田地域 雷
06/29 08:16 佐久地域 雷
06/29 08:16 松本地域 雷 強風
06/29 08:16 乗鞍上高地地域 雷
06/29 08:16 諏訪地域 雷
06/29 08:16 上伊那地域 雷
06/29 08:16 木曽地域 大雨 雷
06/29 08:16 下伊那地域 雷
06/29 10:37 長野地域 雷
06/29 10:37 中野飯山地域 雷
06/29 10:37 大北地域 大雨 雷
06/29 10:37 上田地域 雷
06/29 10:37 佐久地域 雷
06/29 10:37 松本地域 雷 強風
06/29 10:37 乗鞍上高地地域 雷
06/29 10:37 諏訪地域 雷
06/29 10:37 上伊那地域 雷
06/29 10:37 木曽地域 大雨 雷
06/29 10:37 下伊那地域 雷
06/29 16:39 長野地域 雷
06/29 16:39 中野飯山地域 雷
06/29 16:39 大北地域 大雨 雷
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06/29 16:39 上田地域 雷
06/29 16:39 佐久地域 雷
06/29 16:39 松本地域 雷
06/29 16:39 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/29 16:39 諏訪地域 雷
06/29 16:39 上伊那地域 雷
06/29 16:39 木曽地域 大雨 雷
06/29 16:39 下伊那地域 雷
06/29 18:46 長野地域 雷 濃霧
06/29 18:46 中野飯山地域 雷 濃霧
06/29 18:46 大北地域 大雨 雷 濃霧
06/29 18:46 上田地域 雷 濃霧
06/29 18:46 佐久地域 雷 濃霧
06/29 18:46 松本地域 雷 濃霧
06/29 18:46 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
06/29 18:46 諏訪地域 雷 濃霧
06/29 18:46 上伊那地域 雷 濃霧
06/29 18:46 木曽地域 大雨 雷 濃霧
06/29 18:46 下伊那地域 雷 濃霧
06/29 22:52 長野地域 雷 濃霧
06/29 22:52 中野飯山地域 雷 濃霧
06/29 22:52 大北地域 大雨 雷 濃霧
06/29 22:52 上田地域 雷 濃霧
06/29 22:52 佐久地域 雷 濃霧
06/29 22:52 松本地域 雷 濃霧
06/29 22:52 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
06/29 22:52 諏訪地域 雷 濃霧
06/29 22:52 上伊那地域 雷 濃霧
06/29 22:52 木曽地域 大雨 雷 濃霧
06/29 22:52 下伊那地域 雷 濃霧 △16
06/30 02:34 長野地域 雷 濃霧
06/30 02:34 中野飯山地域 雷 濃霧
06/30 02:34 大北地域 大雨 雷 濃霧
06/30 02:34 上田地域 雷 濃霧
06/30 02:34 佐久地域 雷 濃霧
06/30 02:34 松本地域 雷 濃霧
06/30 02:34 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
06/30 02:34 諏訪地域 雷 濃霧
06/30 02:34 上伊那地域 雷 濃霧
06/30 02:34 木曽地域 大雨 雷 濃霧
06/30 02:34 下伊那地域 雷 濃霧
06/30 04:56 長野地域 雷 濃霧
06/30 04:56 中野飯山地域 雷 濃霧
06/30 04:56 大北地域 大雨 雷 濃霧
06/30 04:56 上田地域 雷 濃霧
06/30 04:56 佐久地域 雷 濃霧
06/30 04:56 松本地域 雷 濃霧
06/30 04:56 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
06/30 04:56 諏訪地域 雷 濃霧
06/30 04:56 南部 雷 濃霧
06/30 10:24 長野地域 雷
06/30 10:24 中野飯山地域 大雨 雷
06/30 10:24 大北地域 大雨 雷
06/30 10:24 上田地域 雷
06/30 10:24 佐久地域 雷
06/30 10:24 松本地域 雷
06/30 10:24 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/30 10:24 諏訪地域 雷
06/30 10:24 南部 雷
06/30 14:35 長野地域 雷
06/30 14:35 中野飯山地域 大雨 雷
06/30 14:35 大北地域 大雨 雷
06/30 14:35 上田地域 雷
06/30 14:35 佐久地域 雷
06/30 14:35 松本地域 雷
06/30 14:35 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/30 14:35 諏訪地域 雷
06/30 14:35 南部 雷
06/30 17:07 長野地域 雷
06/30 17:07 中野飯山地域 大雨 雷
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06/30 17:07 大北地域 大雨 雷
06/30 17:07 上田地域 雷
06/30 17:07 佐久地域 雷
06/30 17:07 松本地域 雷
06/30 17:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/30 17:07 諏訪地域 雷
06/30 17:07 南部 雷
06/30 19:45 長野地域 雷
06/30 19:45 中野飯山地域 大雨 雷
06/30 19:45 大北地域 大雨 雷
06/30 19:45 上田地域 雷
06/30 19:45 佐久地域 大雨 雷
06/30 19:45 松本地域 雷
06/30 19:45 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/30 19:45 諏訪地域 雷
06/30 19:45 南部 雷
06/30 20:17 長野地域 雷
06/30 20:17 中野飯山地域 大雨 雷
06/30 20:17 大北地域 大雨 雷
06/30 20:17 上田地域 雷
06/30 20:17 佐久地域 大雨 洪水 雷
06/30 20:17 松本地域 雷
06/30 20:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷
06/30 20:17 諏訪地域 雷
06/30 20:17 南部 雷
06/30 21:32 中野飯山地域 大雨
06/30 21:32 大北地域 大雨
06/30 21:32 佐久地域 大雨 洪水
06/30 21:32 乗鞍上高地地域 大雨
06/30 23:49 中野飯山地域 大雨
06/30 23:49 大北地域 大雨
06/30 23:49 佐久地域 大雨 濃霧
07/01 01:39 中野飯山地域 大雨
07/01 01:39 大北地域 大雨
07/01 01:39 佐久地域 大雨 濃霧
07/01 04:33 佐久地域 濃霧
07/01 08:05 長野県 雷
07/01 10:11 長野地域 雷
07/01 10:11 中野飯山地域 大雨 雷
07/01 10:11 大北地域 大雨 雷
07/01 10:11 上田地域 雷
07/01 10:11 佐久地域 大雨 雷
07/01 10:11 松本地域 雷
07/01 10:11 乗鞍上高地地域 雷
07/01 10:11 諏訪地域 雷
07/01 10:11 南部 雷
07/01 20:20 長野県 解除
07/02 04:49 長野県 雷
07/02 12:52 長野地域 雷
07/02 12:52 中野飯山地域 大雨 雷
07/02 12:52 大北地域 雷
07/02 12:52 上田地域 雷
07/02 12:52 佐久地域 大雨 雷
07/02 12:52 松本地域 雷
07/02 12:52 乗鞍上高地地域 雷
07/02 12:52 諏訪地域 雷
07/02 12:52 南部 雷
07/02 15:03 長野地域 雷
07/02 15:03 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/02 15:03 大北地域 大雨 雷
07/02 15:03 上田地域 雷
07/02 15:03 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/02 15:03 松本地域 雷
07/02 15:03 乗鞍上高地地域 雷
07/02 15:03 諏訪地域 雷
07/02 15:03 南部 雷
07/02 16:35 長野地域 雷
07/02 16:35 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/02 16:35 大北地域 大雨 雷
07/02 16:35 上田地域 雷
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07/02 16:35 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/02 16:35 松本地域 雷
07/02 16:35 乗鞍上高地地域 雷
07/02 16:35 諏訪地域 雷
07/02 16:35 南部 雷
07/02 18:23 長野地域 大雨 雷 洪水
07/02 18:23 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/02 18:23 大北地域 大雨 雷
07/02 18:23 上田地域 雷
07/02 18:23 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/02 18:23 松本地域 雷
07/02 18:23 乗鞍上高地地域 雷
07/02 18:23 諏訪地域 雷
07/02 18:23 南部 雷
07/02 20:22 長野地域 大雨 洪水
07/02 20:22 中野飯山地域 大雨
07/02 21:13 長野県 解除
07/03 13:51 北部 雷
07/03 13:51 中部 雷
07/03 21:07 長野県 解除
07/04 04:45 北部 雷
07/04 04:45 上田地域 雷
07/04 04:45 佐久地域 雷
07/04 04:45 松本地域 雷 強風
07/04 04:45 乗鞍上高地地域 雷
07/04 04:45 諏訪地域 雷
07/04 04:45 南部 雷
07/04 10:47 北部 雷
07/04 10:47 上田地域 雷
07/04 10:47 佐久地域 雷 濃霧
07/04 10:47 松本地域 雷 強風
07/04 10:47 乗鞍上高地地域 雷
07/04 10:47 諏訪地域 雷
07/04 10:47 南部 雷
07/04 13:10 北部 雷
07/04 13:10 上田地域 雷
07/04 13:10 佐久地域 雷 濃霧
07/04 13:10 松本地域 雷 強風
07/04 13:10 乗鞍上高地地域 雷
07/04 13:10 諏訪地域 雷
07/04 13:10 上伊那地域 雷
07/04 13:10 木曽地域 雷 洪水
07/04 13:10 下伊那地域 雷
07/04 16:53 長野地域 雷
07/04 16:53 中野飯山地域 雷
07/04 16:53 大北地域 大雨 雷
07/04 16:53 上田地域 雷
07/04 16:53 佐久地域 雷 濃霧
07/04 16:53 松本地域 雷 強風
07/04 16:53 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/04 16:53 諏訪地域 雷
07/04 16:53 南部 大雨 雷 洪水
07/04 19:58 長野地域 雷
07/04 19:58 中野飯山地域 雷
07/04 19:58 大北地域 大雨 雷 洪水
07/04 19:58 上田地域 雷
07/04 19:58 佐久地域 雷 濃霧
07/04 19:58 松本地域 雷
07/04 19:58 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/04 19:58 諏訪地域 雷
07/04 19:58 南部 大雨 雷 洪水
07/04 21:28 長野地域 雷
07/04 21:28 中野飯山地域 雷
07/04 21:28 大北地域 大雨 雷 洪水
07/04 21:28 上田地域 雷
07/04 21:28 佐久地域 雷 濃霧
07/04 21:28 松本地域 大雨 雷 洪水
07/04 21:28 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/04 21:28 諏訪地域 雷
07/04 21:28 南部 大雨 雷 洪水
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07/04 23:47 長野地域 雷
07/04 23:47 中野飯山地域 雷
07/04 23:47 大北地域 大雨 雷 洪水
07/04 23:47 上田地域 雷
07/04 23:47 佐久地域 雷 濃霧
07/04 23:47 松本地域 大雨 雷 洪水
07/04 23:47 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/04 23:47 諏訪地域 雷
07/04 23:47 上伊那地域 大雨 洪水 雷
07/04 23:47 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/04 23:47 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/05 04:03 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 04:03 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 05:48 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 05:48 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 07:10 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 07:10 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 07:10 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 08:18 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 08:18 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 08:18 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 10:04 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 10:04 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 10:04 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 11:17 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 11:17 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 11:17 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 16:39 長野地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 16:39 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 16:39 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 16:39 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 16:39 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
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07/05 16:39 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 16:39 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 16:39 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 16:39 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 20:21 長野地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 20:21 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 20:21 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/05 20:21 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/05 22:10 長野県 大雨 洪水 雷 濃霧
07/06 04:49 長野県 大雨 洪水 雷 濃霧
07/06 16:35 長野地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/06 16:35 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/06 16:35 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/06 16:35 中部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/06 16:35 南部 大雨 洪水 雷 濃霧
07/07 04:58 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 04:58 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 04:58 大北地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/07 04:58 中部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 04:58 上伊那地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/07 04:58 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/07 04:58 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 08:27 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/07 08:27 南部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 11:19 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 11:19 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/07 11:19 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/07 11:19 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 11:19 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
07/07 11:19 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/07 11:19 南部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 17:10 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 17:10 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/07 17:10 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/07 17:10 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 17:10 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/07 17:10 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/07 17:10 南部 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 04:08 北部 大雨 雷 濃霧
07/08 04:08 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/08 04:08 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/08 04:08 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 04:08 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 04:08 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/08 04:08 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 04:08 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/08 04:08 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 06:19 北部 大雨 雷 濃霧
07/08 06:19 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/08 06:19 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/08 06:19 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 06:19 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 06:19 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/08 06:19 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 06:19 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/08 06:19 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 07:02 北部 大雨 雷 濃霧
07/08 07:02 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/08 07:02 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/08 07:02 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
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07/08 07:02 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 07:02 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/08 07:02 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 07:02 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/08 07:02 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/08 09:29 長野地域 大雨 雷
07/08 09:29 中野飯山地域 大雨 雷
07/08 09:29 大北地域 大雨 雷
07/08 09:29 上田地域 大雨 雷
07/08 09:29 佐久地域 大雨 雷
07/08 09:29 松本地域 大雨 雷 洪水
07/08 09:29 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/08 09:29 諏訪地域 大雨 雷
07/08 09:29 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/08 09:29 木曽地域 大雨 洪水 雷
07/08 09:29 下伊那地域 大雨 雷
07/08 11:36 長野地域 大雨 雷
07/08 11:36 中野飯山地域 大雨 雷
07/08 11:36 大北地域 大雨 雷
07/08 11:36 上田地域 大雨 雷
07/08 11:36 佐久地域 大雨 雷
07/08 11:36 松本地域 大雨 雷 洪水
07/08 11:36 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/08 11:36 諏訪地域 大雨 雷
07/08 11:36 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/08 11:36 木曽地域 大雨 洪水 雷
07/08 11:36 下伊那地域 大雨 雷
07/08 15:46 長野地域 大雨 雷
07/08 15:46 中野飯山地域 大雨 雷
07/08 15:46 大北地域 大雨 雷
07/08 15:46 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/08 15:46 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/08 15:46 松本地域 大雨 雷
07/08 15:46 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/08 15:46 諏訪地域 大雨 雷
07/08 15:46 上伊那地域 大雨 雷
07/08 15:46 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/08 15:46 下伊那地域 大雨 雷
07/08 20:19 大北地域 大雨
07/08 20:19 上田地域 濃霧
07/08 20:19 佐久地域 濃霧
07/08 20:19 木曽地域 大雨
07/09 04:18 上田地域 濃霧
07/09 04:18 佐久地域 濃霧
07/09 07:43 長野県 雷
07/09 10:51 北部 大雨 雷
07/09 10:51 上田地域 大雨 雷
07/09 10:51 佐久地域 大雨 雷
07/09 10:51 松本地域 大雨 雷
07/09 10:51 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 10:51 諏訪地域 雷
07/09 10:51 上伊那地域 雷
07/09 10:51 木曽地域 大雨 雷
07/09 10:51 下伊那地域 大雨 雷
07/09 16:37 長野地域 大雨 雷
07/09 16:37 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 16:37 大北地域 大雨 雷
07/09 16:37 上田地域 大雨 雷
07/09 16:37 佐久地域 大雨 雷
07/09 16:37 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 16:37 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 16:37 諏訪地域 大雨 雷
07/09 16:37 上伊那地域 大雨 雷
07/09 16:37 木曽地域 大雨 雷
07/09 16:37 下伊那地域 大雨 雷
07/09 17:22 長野地域 大雨 雷
07/09 17:22 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:22 大北地域 大雨 雷
07/09 17:22 上田地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:22 佐久地域 大雨 雷
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07/09 17:22 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:22 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 17:22 諏訪地域 大雨 雷
07/09 17:22 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:22 木曽地域 大雨 雷
07/09 17:22 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:36 長野地域 大雨 雷
07/09 17:36 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:36 大北地域 大雨 雷
07/09 17:36 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 17:36 佐久地域 大雨 雷
07/09 17:36 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:36 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 17:36 諏訪地域 大雨 雷
07/09 17:36 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 17:36 木曽地域 大雨 雷
07/09 17:36 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 大北地域 大雨 雷
07/09 18:13 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 18:13 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 18:13 諏訪地域 大雨 雷
07/09 18:13 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:13 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 大北地域 大雨 雷
07/09 18:33 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 18:33 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 18:33 諏訪地域 大雨 雷
07/09 18:33 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/09 18:33 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 大北地域 大雨 雷
07/09 19:05 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 19:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 19:05 諏訪地域 大雨 雷
07/09 19:05 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:05 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 大北地域 大雨 雷
07/09 19:40 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 19:40 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 松本地域 大雨 洪水 雷
07/09 19:40 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 19:40 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/09 19:40 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 大北地域 大雨 雷
07/09 20:30 上田地域 大雨 洪水 雷
07/09 20:30 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 松本地域 大雨 洪水 雷
07/09 20:30 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 20:30 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 上伊那地域 大雨 雷 洪水
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07/09 20:30 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/09 20:30 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 北部 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 上田地域 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 21:33 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/09 21:33 南部 大雨 雷
07/09 23:31 長野地域 大雨 雷 洪水
07/09 23:31 中野飯山地域 大雨 雷
07/09 23:31 大北地域 大雨 雷 洪水
07/09 23:31 上田地域 大雨 雷 洪水
07/09 23:31 佐久地域 大雨 雷
07/09 23:31 松本地域 大雨 雷 洪水
07/09 23:31 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/09 23:31 諏訪地域 大雨 雷
07/09 23:31 上伊那地域 大雨 雷
07/09 23:31 木曽地域 大雨 雷
07/09 23:31 下伊那地域 雷
07/10 00:57 長野地域 大雨
07/10 00:57 中野飯山地域 大雨
07/10 00:57 大北地域 大雨
07/10 00:57 上田地域 大雨
07/10 00:57 佐久地域 大雨
07/10 00:57 松本地域 大雨 洪水
07/10 00:57 諏訪地域 大雨
07/10 00:57 木曽地域 大雨
07/10 02:45 北部 大雨 濃霧
07/10 02:45 上田地域 大雨 濃霧
07/10 02:45 佐久地域 大雨 濃霧
07/10 02:45 松本地域 大雨 濃霧
07/10 02:45 乗鞍上高地地域 濃霧
07/10 02:45 諏訪地域 大雨 濃霧
07/10 02:45 上伊那地域 濃霧
07/10 02:45 木曽地域 大雨 濃霧
07/10 02:45 下伊那地域 濃霧
07/10 05:42 北部 雷 濃霧
07/10 05:42 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/10 05:42 佐久地域 雷 濃霧
07/10 05:42 松本地域 大雨 雷 濃霧
07/10 05:42 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
07/10 05:42 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/10 05:42 南部 雷 濃霧
07/10 10:08 北部 雷
07/10 10:08 上田地域 大雨 雷
07/10 10:08 佐久地域 雷
07/10 10:08 松本地域 大雨 雷
07/10 10:08 乗鞍上高地地域 雷
07/10 10:08 諏訪地域 大雨 雷
07/10 10:08 南部 雷
07/10 11:19 長野地域 大雨 雷
07/10 11:19 中野飯山地域 雷
07/10 11:19 大北地域 大雨 雷
07/10 11:19 上田地域 大雨 雷
07/10 11:19 佐久地域 大雨 雷
07/10 11:19 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 11:19 乗鞍上高地地域 雷
07/10 11:19 諏訪地域 大雨 雷
07/10 11:19 南部 雷
07/10 12:30 長野地域 大雨 雷
07/10 12:30 中野飯山地域 雷
07/10 12:30 大北地域 大雨 雷
07/10 12:30 上田地域 大雨 雷
07/10 12:30 佐久地域 大雨 雷
07/10 12:30 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 12:30 乗鞍上高地地域 雷
07/10 12:30 諏訪地域 大雨 雷
07/10 12:30 南部 雷
07/10 14:14 北部 大雨 雷
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07/10 14:14 上田地域 大雨 雷
07/10 14:14 佐久地域 大雨 雷
07/10 14:14 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 14:14 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 14:14 諏訪地域 大雨 雷
07/10 14:14 南部 雷
07/10 14:29 長野地域 大雨 雷
07/10 14:29 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 14:29 大北地域 大雨 雷
07/10 14:29 上田地域 大雨 雷
07/10 14:29 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/10 14:29 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 14:29 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 14:29 諏訪地域 大雨 雷
07/10 14:29 南部 雷
07/10 15:13 長野地域 大雨 雷
07/10 15:13 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 15:13 大北地域 大雨 雷
07/10 15:13 上田地域 大雨 雷
07/10 15:13 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/10 15:13 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 15:13 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 15:13 諏訪地域 大雨 雷
07/10 15:13 南部 雷
07/10 15:45 長野地域 大雨 雷
07/10 15:45 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 15:45 大北地域 大雨 雷
07/10 15:45 上田地域 大雨 雷
07/10 15:45 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/10 15:45 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 15:45 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 15:45 諏訪地域 大雨 雷
07/10 15:45 南部 雷
07/10 16:10 長野地域 大雨 雷
07/10 16:10 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 16:10 大北地域 大雨 雷
07/10 16:10 上田地域 大雨 雷
07/10 16:10 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/10 16:10 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 16:10 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 16:10 諏訪地域 大雨 雷
07/10 16:10 南部 雷
07/10 16:37 長野地域 大雨 洪水 雷
07/10 16:37 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 16:37 大北地域 大雨 雷
07/10 16:37 上田地域 大雨 雷
07/10 16:37 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 16:37 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 16:37 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 16:37 諏訪地域 大雨 雷
07/10 16:37 上伊那地域 雷
07/10 16:37 木曽地域 大雨 雷
07/10 16:37 下伊那地域 雷
07/10 17:06 長野地域 大雨 洪水 雷
07/10 17:06 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 17:06 大北地域 大雨 雷
07/10 17:06 上田地域 大雨 雷 洪水
07/10 17:06 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 17:06 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 17:06 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 17:06 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/10 17:06 上伊那地域 雷
07/10 17:06 木曽地域 大雨 雷
07/10 17:06 下伊那地域 雷
07/10 17:39 長野地域 大雨 洪水 雷
07/10 17:39 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 17:39 大北地域 大雨 雷
07/10 17:39 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 17:39 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 17:39 松本地域 大雨 雷 洪水
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07/10 17:39 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 17:39 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/10 17:39 上伊那地域 雷
07/10 17:39 木曽地域 大雨 雷
07/10 17:39 下伊那地域 雷
07/10 18:38 長野地域 大雨 洪水 雷
07/10 18:38 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 18:38 大北地域 大雨 雷
07/10 18:38 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 18:38 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 18:38 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 18:38 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 18:38 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/10 18:38 上伊那地域 雷
07/10 18:38 木曽地域 大雨 雷
07/10 18:38 下伊那地域 雷
07/10 19:09 長野地域 大雨 洪水 雷
07/10 19:09 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 19:09 大北地域 大雨 雷 洪水
07/10 19:09 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 19:09 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 19:09 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 19:09 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 19:09 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/10 19:09 上伊那地域 雷
07/10 19:09 木曽地域 大雨 雷
07/10 19:09 下伊那地域 雷
07/10 21:05 長野地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:05 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 21:05 大北地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:05 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 21:05 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 21:05 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 21:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:05 上伊那地域 大雨 雷
07/10 21:05 木曽地域 大雨 雷
07/10 21:05 下伊那地域 雷
07/10 21:37 長野地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:37 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 21:37 大北地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:37 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 21:37 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 21:37 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:37 乗鞍上高地地域 大雨 雷
07/10 21:37 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/10 21:37 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/10 21:37 木曽地域 大雨 雷
07/10 21:37 下伊那地域 雷
07/10 22:52 長野地域 大雨 雷 洪水
07/10 22:52 中野飯山地域 大雨 雷
07/10 22:52 大北地域 大雨 雷 洪水
07/10 22:52 上田地域 大雨 洪水 雷
07/10 22:52 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/10 22:52 松本地域 大雨 雷 洪水
07/10 22:52 乗鞍上高地地域 雷
07/10 22:52 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/10 22:52 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/10 22:52 木曽地域 雷
07/10 22:52 下伊那地域 雷
07/11 00:10 北部 大雨
07/11 00:10 上田地域 大雨 洪水
07/11 00:10 佐久地域 大雨 洪水
07/11 00:10 松本地域 大雨
07/11 00:10 諏訪地域 大雨 洪水
07/11 00:10 上伊那地域 大雨
07/11 02:27 北部 大雨 濃霧
07/11 02:27 上田地域 大雨 濃霧
07/11 02:27 佐久地域 大雨 濃霧
07/11 02:27 松本地域 大雨 濃霧
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07/11 02:27 乗鞍上高地地域 濃霧
07/11 02:27 諏訪地域 大雨 濃霧
07/11 02:27 上伊那地域 大雨 濃霧
07/11 02:27 木曽地域 濃霧
07/11 02:27 下伊那地域 濃霧
07/11 04:29 長野地域 大雨 濃霧
07/11 04:29 中野飯山地域 大雨 濃霧
07/11 04:29 大北地域 濃霧
07/11 04:29 上田地域 大雨 濃霧
07/11 04:29 佐久地域 大雨 濃霧
07/11 04:29 松本地域 濃霧
07/11 04:29 乗鞍上高地地域 濃霧
07/11 04:29 諏訪地域 大雨 濃霧
07/11 04:29 南部 濃霧
07/11 08:14 長野地域 大雨 雷
07/11 08:14 中野飯山地域 大雨 雷
07/11 08:14 大北地域 雷
07/11 08:14 上田地域 大雨 雷
07/11 08:14 佐久地域 大雨 雷
07/11 08:14 松本地域 雷
07/11 08:14 乗鞍上高地地域 雷
07/11 08:14 諏訪地域 大雨 雷
07/11 08:14 南部 雷
07/11 11:44 長野地域 雷
07/11 11:44 中野飯山地域 大雨 雷
07/11 11:44 大北地域 雷
07/11 11:44 上田地域 大雨 雷
07/11 11:44 佐久地域 大雨 雷
07/11 11:44 松本地域 雷
07/11 11:44 乗鞍上高地地域 雷
07/11 11:44 諏訪地域 雷
07/11 11:44 南部 雷
07/11 16:04 長野地域 雷
07/11 16:04 中野飯山地域 大雨 雷
07/11 16:04 大北地域 雷
07/11 16:04 上田地域 大雨 雷
07/11 16:04 佐久地域 大雨 雷
07/11 16:04 松本地域 雷
07/11 16:04 乗鞍上高地地域 雷
07/11 16:04 諏訪地域 雷
07/11 16:04 上伊那地域 雷
07/11 16:04 木曽地域 雷
07/11 16:04 下伊那地域 大雨 雷
07/11 16:25 北部 雷
07/11 16:25 上田地域 雷
07/11 16:25 佐久地域 大雨 雷
07/11 16:25 松本地域 雷
07/11 16:25 乗鞍上高地地域 雷
07/11 16:25 諏訪地域 雷
07/11 16:25 上伊那地域 雷
07/11 16:25 木曽地域 雷
07/11 16:25 下伊那地域 大雨 洪水 雷
07/11 19:06 長野地域 雷
07/11 19:06 中野飯山地域 大雨 雷
07/11 19:06 大北地域 雷
07/11 19:06 上田地域 雷
07/11 19:06 佐久地域 雷
07/11 19:06 松本地域 大雨 雷
07/11 19:06 乗鞍上高地地域 雷
07/11 19:06 諏訪地域 雷
07/11 19:06 南部 雷
07/11 21:20 北部 大雨
07/11 21:20 上田地域 大雨
07/11 21:20 佐久地域 大雨
07/11 21:20 松本地域 大雨
07/11 21:20 諏訪地域 大雨
07/11 22:54 北部 大雨 雷 濃霧
07/11 22:54 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/11 22:54 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/11 22:54 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
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07/11 22:54 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
07/11 22:54 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/11 22:54 南部 雷 濃霧
07/12 03:09 長野地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 大北地域 雷 濃霧
07/12 03:09 上田地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 佐久地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 松本地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
07/12 03:09 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
07/12 03:09 南部 雷 濃霧
07/12 04:48 長野地域 大雨 雷
07/12 04:48 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 04:48 大北地域 雷
07/12 04:48 上田地域 大雨 雷
07/12 04:48 佐久地域 大雨 雷
07/12 04:48 松本地域 大雨 雷
07/12 04:48 乗鞍上高地地域 雷
07/12 04:48 諏訪地域 大雨 雷
07/12 04:48 南部 雷
07/12 16:51 長野地域 大雨 雷
07/12 16:51 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 16:51 大北地域 雷
07/12 16:51 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 16:51 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 16:51 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 16:51 乗鞍上高地地域 雷
07/12 16:51 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 16:51 南部 雷
07/12 17:22 長野地域 大雨 雷
07/12 17:22 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 17:22 大北地域 雷
07/12 17:22 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:22 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:22 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:22 乗鞍上高地地域 雷
07/12 17:22 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:22 南部 雷
07/12 17:34 長野地域 大雨 雷
07/12 17:34 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 17:34 大北地域 雷
07/12 17:34 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:34 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:34 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:34 乗鞍上高地地域 雷
07/12 17:34 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:34 南部 雷
07/12 17:50 長野地域 大雨 雷
07/12 17:50 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 17:50 大北地域 雷
07/12 17:50 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:50 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:50 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:50 乗鞍上高地地域 雷
07/12 17:50 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 17:50 南部 雷
07/12 18:05 長野地域 大雨 雷
07/12 18:05 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 18:05 大北地域 雷
07/12 18:05 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:05 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:05 乗鞍上高地地域 雷
07/12 18:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:05 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:05 木曽地域 雷
07/12 18:05 下伊那地域 雷
07/12 18:33 長野地域 大雨 雷
07/12 18:33 中野飯山地域 大雨 雷
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07/12 18:33 大北地域 雷
07/12 18:33 上田地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:33 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:33 松本地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:33 乗鞍上高地地域 雷
07/12 18:33 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 18:33 上伊那地域 洪水 大雨 雷
07/12 18:33 木曽地域 雷
07/12 18:33 下伊那地域 雷 洪水
07/12 19:35 長野地域 大雨 雷
07/12 19:35 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 19:35 大北地域 雷
07/12 19:35 上田地域 大雨 雷
07/12 19:35 佐久地域 大雨 雷
07/12 19:35 松本地域 大雨 雷
07/12 19:35 乗鞍上高地地域 雷
07/12 19:35 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/12 19:35 上伊那地域 洪水 大雨 雷
07/12 19:35 木曽地域 雷
07/12 19:35 下伊那地域 雷 洪水
07/12 21:08 長野地域 雷
07/12 21:08 中野飯山地域 大雨 雷
07/12 21:08 大北地域 雷
07/12 21:08 上田地域 大雨 雷
07/12 21:08 佐久地域 大雨 雷
07/12 21:08 松本地域 大雨 雷
07/12 21:08 乗鞍上高地地域 雷
07/12 21:08 諏訪地域 大雨 雷
07/12 21:08 上伊那地域 雷 洪水
07/12 21:08 木曽地域 雷
07/12 21:08 下伊那地域 雷
07/13 00:53 佐久地域 大雨
07/13 00:53 諏訪地域 大雨
07/13 02:40 佐久地域 大雨 濃霧
07/13 08:11 佐久地域 大雨
07/13 12:05 長野県 解除
07/14 10:20 中部 雷
07/14 10:20 南部 雷
07/14 16:35 上田地域 雷
07/14 16:35 佐久地域 雷 濃霧
07/14 16:35 松本地域 雷
07/14 16:35 乗鞍上高地地域 雷
07/14 16:35 諏訪地域 雷
07/14 16:35 南部 雷
07/14 20:35 佐久地域 濃霧
07/15 08:03 長野県 雷
07/15 12:40 北部 雷
07/15 12:40 上田地域 雷
07/15 12:40 佐久地域 大雨 雷
07/15 12:40 松本地域 雷
07/15 12:40 乗鞍上高地地域 雷
07/15 12:40 諏訪地域 大雨 雷
07/15 12:40 南部 雷
07/15 15:08 北部 雷
07/15 15:08 上田地域 大雨 雷 洪水
07/15 15:08 佐久地域 大雨 雷
07/15 15:08 松本地域 雷
07/15 15:08 乗鞍上高地地域 雷
07/15 15:08 諏訪地域 大雨 雷
07/15 15:08 南部 雷
07/15 15:29 北部 雷
07/15 15:29 上田地域 大雨 雷 洪水
07/15 15:29 佐久地域 大雨 雷
07/15 15:29 松本地域 雷
07/15 15:29 乗鞍上高地地域 雷
07/15 15:29 諏訪地域 大雨 雷
07/15 15:29 南部 雷
07/15 15:48 北部 雷
07/15 15:48 上田地域 大雨 洪水 雷
07/15 15:48 佐久地域 大雨 洪水 雷
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07/15 15:48 松本地域 大雨 雷
07/15 15:48 乗鞍上高地地域 雷
07/15 15:48 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/15 15:48 南部 雷
07/15 15:58 北部 雷
07/15 15:58 上田地域 大雨 洪水 雷
07/15 15:58 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/15 15:58 松本地域 大雨 雷
07/15 15:58 乗鞍上高地地域 雷
07/15 15:58 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/15 15:58 南部 雷
07/15 16:16 北部 雷
07/15 16:16 上田地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:16 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:16 松本地域 大雨 雷 洪水
07/15 16:16 乗鞍上高地地域 雷
07/15 16:16 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:16 南部 雷
07/15 16:28 北部 雷
07/15 16:28 上田地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:28 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:28 松本地域 大雨 雷 洪水
07/15 16:28 乗鞍上高地地域 雷
07/15 16:28 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:28 南部 雷
07/15 16:56 北部 雷
07/15 16:56 上田地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:56 佐久地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:56 松本地域 大雨 雷 洪水
07/15 16:56 乗鞍上高地地域 雷
07/15 16:56 諏訪地域 大雨 洪水 雷
07/15 16:56 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/15 16:56 木曽地域 雷
07/15 16:56 下伊那地域 雷
07/15 19:10 北部 雷
07/15 19:10 上田地域 大雨 雷 洪水
07/15 19:10 佐久地域 大雨 雷
07/15 19:10 松本地域 大雨 雷
07/15 19:10 乗鞍上高地地域 雷
07/15 19:10 諏訪地域 大雨 雷
07/15 19:10 上伊那地域 大雨 雷
07/15 19:10 木曽地域 雷
07/15 19:10 下伊那地域 雷
07/15 20:35 北部 雷
07/15 20:35 上田地域 大雨 雷 洪水
07/15 20:35 佐久地域 大雨 雷
07/15 20:35 松本地域 雷
07/15 20:35 乗鞍上高地地域 雷
07/15 20:35 諏訪地域 大雨 雷
07/15 20:35 南部 雷
07/15 22:44 上田地域 大雨 濃霧
07/15 22:44 佐久地域 大雨 濃霧
07/15 22:44 松本地域 濃霧
07/15 22:44 諏訪地域 濃霧
07/15 22:44 上伊那地域 濃霧
07/16 04:25 上田地域 濃霧
07/16 04:25 佐久地域 濃霧
07/16 04:25 松本地域 濃霧
07/16 04:25 諏訪地域 濃霧
07/16 04:25 上伊那地域 濃霧
07/16 08:05 長野県 雷
07/16 19:18 佐久地域 濃霧
07/17 04:08 長野県 雷
07/17 18:32 北部 雷
07/17 18:32 上田地域 雷
07/17 18:32 佐久地域 大雨 雷
07/17 18:32 松本地域 雷
07/17 18:32 乗鞍上高地地域 雷
07/17 18:32 諏訪地域 雷
07/17 18:32 南部 雷
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07/17 21:06 佐久地域 雷
07/17 21:55 長野県 解除
07/18 04:35 中部 雷
07/18 04:35 南部 雷
07/18 18:56 中部 雷
07/18 18:56 上伊那地域 雷
07/18 18:56 木曽地域 雷
07/18 18:56 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/18 21:08 長野県 解除
07/19 04:29 北部 雷
07/19 04:29 上田地域 雷
07/19 04:29 佐久地域 雷 濃霧
07/19 04:29 松本地域 雷
07/19 04:29 乗鞍上高地地域 雷
07/19 04:29 諏訪地域 雷
07/19 04:29 南部 雷
07/19 08:04 長野県 雷
07/19 16:41 北部 雷
07/19 16:41 上田地域 雷
07/19 16:41 佐久地域 大雨 雷
07/19 16:41 松本地域 雷
07/19 16:41 乗鞍上高地地域 雷
07/19 16:41 諏訪地域 雷
07/19 16:41 南部 雷
07/19 19:38 北部 雷
07/19 19:38 上田地域 雷
07/19 19:38 佐久地域 大雨 雷
07/19 19:38 松本地域 雷
07/19 19:38 乗鞍上高地地域 雷
07/19 19:38 諏訪地域 大雨 雷
07/19 19:38 南部 雷
07/19 20:04 北部 雷
07/19 20:04 上田地域 雷
07/19 20:04 佐久地域 大雨 雷
07/19 20:04 松本地域 雷
07/19 20:04 乗鞍上高地地域 雷
07/19 20:04 諏訪地域 大雨 雷 洪水
07/19 20:04 南部 雷
07/19 22:54 諏訪地域 大雨 洪水
07/19 23:23 佐久地域 濃霧
07/20 07:16 長野県 雷
07/20 13:29 北部 雷
07/20 13:29 上田地域 雷
07/20 13:29 佐久地域 大雨 雷
07/20 13:29 松本地域 雷
07/20 13:29 乗鞍上高地地域 雷
07/20 13:29 諏訪地域 大雨 雷
07/20 13:29 南部 雷
07/20 16:04 長野地域 大雨 雷
07/20 16:04 中野飯山地域 雷
07/20 16:04 大北地域 雷
07/20 16:04 上田地域 大雨 雷
07/20 16:04 佐久地域 大雨 雷
07/20 16:04 松本地域 大雨 洪水 雷
07/20 16:04 乗鞍上高地地域 雷
07/20 16:04 諏訪地域 大雨 雷
07/20 16:04 南部 雷
07/20 16:15 長野地域 大雨 雷
07/20 16:15 中野飯山地域 雷
07/20 16:15 大北地域 雷
07/20 16:15 上田地域 大雨 洪水 雷
07/20 16:15 佐久地域 大雨 雷
07/20 16:15 松本地域 大雨 洪水 雷
07/20 16:15 乗鞍上高地地域 雷
07/20 16:15 諏訪地域 大雨 雷
07/20 16:15 南部 雷
07/20 17:04 長野地域 大雨 雷
07/20 17:04 中野飯山地域 雷
07/20 17:04 大北地域 雷
07/20 17:04 上田地域 大雨 洪水 雷
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07/20 17:04 佐久地域 大雨 雷
07/20 17:04 松本地域 大雨 洪水 雷
07/20 17:04 乗鞍上高地地域 雷
07/20 17:04 諏訪地域 大雨 雷
07/20 17:04 南部 雷
07/20 17:40 長野地域 大雨 雷
07/20 17:40 中野飯山地域 雷
07/20 17:40 大北地域 雷
07/20 17:40 上田地域 大雨 洪水 雷
07/20 17:40 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/20 17:40 松本地域 大雨 洪水 雷
07/20 17:40 乗鞍上高地地域 雷
07/20 17:40 諏訪地域 大雨 雷
07/20 17:40 南部 雷
07/20 18:20 長野地域 大雨 雷
07/20 18:20 中野飯山地域 雷
07/20 18:20 大北地域 大雨 雷
07/20 18:20 上田地域 大雨 洪水 雷
07/20 18:20 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/20 18:20 松本地域 大雨 洪水 雷
07/20 18:20 乗鞍上高地地域 雷
07/20 18:20 諏訪地域 大雨 雷
07/20 18:20 南部 雷
07/20 19:25 長野地域 大雨 雷
07/20 19:25 中野飯山地域 雷
07/20 19:25 大北地域 大雨 雷 洪水
07/20 19:25 上田地域 大雨 雷 洪水
07/20 19:25 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/20 19:25 松本地域 大雨 雷 洪水
07/20 19:25 乗鞍上高地地域 雷
07/20 19:25 諏訪地域 大雨 雷
07/20 19:25 南部 雷
07/20 21:30 長野地域 大雨 雷
07/20 21:30 中野飯山地域 雷
07/20 21:30 大北地域 大雨 雷 洪水
07/20 21:30 上田地域 大雨 雷 洪水
07/20 21:30 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/20 21:30 松本地域 大雨 雷 洪水
07/20 21:30 乗鞍上高地地域 雷
07/20 21:30 諏訪地域 大雨 雷
07/20 21:30 南部 雷
07/20 23:40 北部 濃霧
07/20 23:40 中部 濃霧
07/21 08:05 長野県 雷
07/21 14:16 北部 雷
07/21 14:16 上田地域 雷
07/21 14:16 佐久地域 大雨 雷
07/21 14:16 松本地域 雷
07/21 14:16 乗鞍上高地地域 雷
07/21 14:16 諏訪地域 雷
07/21 14:16 南部 雷
07/21 14:45 北部 雷
07/21 14:45 上田地域 雷
07/21 14:45 佐久地域 大雨 雷 洪水
07/21 14:45 松本地域 雷
07/21 14:45 乗鞍上高地地域 雷
07/21 14:45 諏訪地域 雷
07/21 14:45 南部 雷
07/21 19:02 長野県 雷
07/21 21:33 上田地域 濃霧
07/21 21:33 佐久地域 濃霧
07/22 06:22 長野県 雷
07/22 19:45 長野県 解除
07/24 06:24 中部 雷
07/24 06:24 南部 雷
07/24 16:36 上田地域 雷
07/24 16:36 佐久地域 雷 濃霧
07/24 16:36 松本地域 雷
07/24 16:36 乗鞍上高地地域 雷
07/24 16:36 諏訪地域 雷
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07/24 16:36 南部 雷
07/24 21:11 上田地域 雷
07/24 21:11 佐久地域 雷 濃霧
07/24 21:11 松本地域 雷
07/24 21:11 乗鞍上高地地域 雷
07/24 21:11 諏訪地域 雷
07/24 21:11 南部 雷
07/24 22:58 佐久地域 濃霧
07/25 07:45 中部 雷
07/25 07:45 南部 雷
07/25 22:51 佐久地域 濃霧
07/25 22:51 木曽地域 濃霧
07/25 22:51 下伊那地域 濃霧
07/26 08:14 北部 雷
07/26 08:14 上田地域 雷
07/26 08:14 佐久地域 雷 濃霧
07/26 08:14 松本地域 雷
07/26 08:14 乗鞍上高地地域 雷
07/26 08:14 諏訪地域 雷
07/26 08:14 南部 雷
07/26 10:32 長野県 雷
07/26 21:04 佐久地域 濃霧
07/27 06:04 長野県 雷
07/27 19:21 長野県 解除
07/28 10:23 長野地域 雷 強風
07/28 10:23 中野飯山地域 雷 強風
07/28 10:23 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 10:23 上田地域 大雨 雷 強風 濃霧
07/28 10:23 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
07/28 10:23 松本地域 大雨 雷 強風
07/28 10:23 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 10:23 諏訪地域 大雨 雷 強風 濃霧
07/28 10:23 南部 大雨 雷 強風
07/28 16:50 長野地域 雷 強風
07/28 16:50 中野飯山地域 雷 強風
07/28 16:50 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 16:50 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 16:50 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 16:50 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 16:50 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 16:50 諏訪地域 暴風 大雨 雷 洪水 濃霧
07/28 16:50 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 16:50 木曽地域 大雨 雷 強風
07/28 16:50 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 18:24 長野地域 雷 強風
07/28 18:24 中野飯山地域 雷 強風
07/28 18:24 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 18:24 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 18:24 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 18:24 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 18:24 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 18:24 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 18:24 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 18:24 木曽地域 大雨 雷 強風
07/28 18:24 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 19:15 長野地域 雷 強風
07/28 19:15 中野飯山地域 雷 強風
07/28 19:15 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 19:15 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 19:15 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 19:15 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 19:15 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 19:15 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 19:15 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 19:15 木曽地域 大雨 雷 強風
07/28 19:15 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 20:22 長野地域 雷 強風 洪水
07/28 20:22 中野飯山地域 雷 強風
07/28 20:22 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 20:22 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
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07/28 20:22 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 20:22 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 20:22 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 20:22 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 20:22 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/28 20:22 木曽地域 大雨 雷 強風
07/28 20:22 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 20:54 長野地域 雷 強風 洪水
07/28 20:54 中野飯山地域 雷 強風
07/28 20:54 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 20:54 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 20:54 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 20:54 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 20:54 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 20:54 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 20:54 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/28 20:54 木曽地域 大雨 雷 強風
07/28 20:54 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 21:14 長野地域 雷 強風 洪水
07/28 21:14 中野飯山地域 雷 強風
07/28 21:14 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 21:14 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 21:14 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 21:14 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 21:14 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 21:14 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 21:14 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/28 21:14 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 21:14 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 22:47 長野地域 雷 強風 洪水
07/28 22:47 中野飯山地域 雷 強風
07/28 22:47 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 22:47 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 22:47 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 22:47 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 22:47 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風
07/28 22:47 諏訪地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
07/28 22:47 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/28 22:47 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 22:47 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 23:52 長野地域 雷 強風 洪水
07/28 23:52 中野飯山地域 雷 強風
07/28 23:52 大北地域 大雨 雷 強風
07/28 23:52 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/28 23:52 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 23:52 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 23:52 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 23:52 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/28 23:52 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/28 23:52 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
07/28 23:52 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 01:03 長野地域 雷 強風 洪水
07/29 01:03 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 01:03 大北地域 大雨 雷 強風
07/29 01:03 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/29 01:03 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/29 01:03 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 01:03 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 01:03 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/29 01:03 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/29 01:03 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 01:03 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 長野地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 大北地域 大雨 雷 強風
07/29 02:51 上田地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
07/29 02:51 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧
07/29 02:51 松本地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 乗鞍上高地地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風 濃霧

資料　106



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

07/29 02:51 上伊那地域 大雨 洪水 雷 強風
07/29 02:51 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 02:51 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
07/29 04:10 長野地域 大雨 雷 洪水
07/29 04:10 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/29 04:10 大北地域 大雨 雷
07/29 04:10 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/29 04:10 佐久地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/29 04:10 松本地域 大雨 雷 洪水
07/29 04:10 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/29 04:10 諏訪地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/29 04:10 上伊那地域 大雨 洪水 雷
07/29 04:10 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/29 04:10 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 長野地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 大北地域 大雨 雷
07/29 05:42 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/29 05:42 佐久地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/29 05:42 松本地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/29 05:42 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 木曽地域 大雨 雷 洪水
07/29 05:42 下伊那地域 大雨 雷 洪水
07/29 08:07 長野地域 大雨 雷 洪水
07/29 08:07 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/29 08:07 大北地域 大雨 雷
07/29 08:07 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/29 08:07 佐久地域 大雨 洪水 雷 濃霧
07/29 08:07 松本地域 雷
07/29 08:07 乗鞍上高地地域 雷
07/29 08:07 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
07/29 08:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水
07/29 08:07 木曽地域 雷
07/29 08:07 下伊那地域 雷
07/29 10:36 長野地域 大雨 洪水
07/29 10:36 中野飯山地域 大雨 洪水
07/29 10:36 大北地域 大雨
07/29 10:36 上田地域 大雨 洪水 濃霧
07/29 10:36 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
07/29 10:36 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
07/29 10:36 上伊那地域 大雨
07/29 15:18 長野地域 大雨
07/29 15:18 中野飯山地域 大雨 洪水
07/29 15:18 大北地域 大雨
07/29 15:18 上田地域 大雨 洪水 濃霧
07/29 15:18 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
07/29 15:18 諏訪地域 大雨 濃霧
07/29 15:18 上伊那地域 大雨
07/29 18:04 中野飯山地域 大雨 濃霧
07/29 18:04 上田地域 濃霧
07/29 18:04 佐久地域 大雨 濃霧
07/29 18:04 諏訪地域 濃霧
07/29 22:07 中野飯山地域 大雨 濃霧
07/29 22:07 上田地域 濃霧
07/29 22:07 佐久地域 大雨 濃霧
07/29 22:07 諏訪地域 濃霧
07/30 04:46 長野地域 濃霧
07/30 04:46 中野飯山地域 大雨 濃霧
07/30 04:46 大北地域 濃霧
07/30 04:46 中部 濃霧
07/30 04:46 下伊那地域 濃霧
07/30 06:24 長野県 雷
07/30 21:39 佐久地域 濃霧
07/31 07:47 長野県 雷
07/31 15:26 長野地域 雷
07/31 15:26 中野飯山地域 大雨 雷
07/31 15:26 大北地域 雷
07/31 15:26 中部 雷
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07/31 15:26 南部 雷
07/31 17:31 長野地域 雷
07/31 17:31 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
07/31 17:31 大北地域 雷
07/31 17:31 中部 雷
07/31 17:31 南部 雷
07/31 21:05 長野県 雷
07/31 21:56 佐久地域 濃霧
08/01 07:08 長野県 雷
08/01 17:38 北部 雷
08/01 17:38 上田地域 雷
08/01 17:38 佐久地域 雷
08/01 17:38 松本地域 雷
08/01 17:38 乗鞍上高地地域 雷
08/01 17:38 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/01 17:38 上伊那地域 大雨 雷
08/01 17:38 木曽地域 雷
08/01 17:38 下伊那地域 雷
08/01 21:01 北部 雷
08/01 21:01 中部 雷
08/01 21:01 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/01 21:01 木曽地域 雷
08/01 21:01 下伊那地域 雷
08/01 22:40 長野県 解除
08/02 07:54 中部 雷
08/02 07:54 南部 雷
08/02 20:33 長野県 解除
08/03 04:05 佐久地域 濃霧
08/03 08:03 長野県 解除
08/03 17:23 南部 雷
08/03 20:11 長野県 解除
08/04 08:06 南部 雷
08/04 13:53 長野県 雷
08/04 15:54 北部 雷
08/04 15:54 上田地域 雷
08/04 15:54 佐久地域 雷
08/04 15:54 松本地域 雷
08/04 15:54 乗鞍上高地地域 雷
08/04 15:54 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/04 15:54 南部 雷
08/04 16:08 北部 雷
08/04 16:08 上田地域 雷
08/04 16:08 佐久地域 雷
08/04 16:08 松本地域 雷
08/04 16:08 乗鞍上高地地域 雷
08/04 16:08 諏訪地域 大雨 洪水 雷
08/04 16:08 南部 雷
08/04 18:11 北部 雷
08/04 18:11 中部 雷
08/04 18:11 上伊那地域 雷 洪水
08/04 18:11 木曽地域 雷
08/04 18:11 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/04 20:12 佐久地域 濃霧
08/04 20:12 乗鞍上高地地域 濃霧
08/04 20:12 諏訪地域 濃霧
08/04 20:12 南部 濃霧
08/05 08:10 長野県 雷
08/05 19:08 北部 雷
08/05 19:08 上田地域 雷
08/05 19:08 佐久地域 雷
08/05 19:08 松本地域 雷
08/05 19:08 乗鞍上高地地域 雷
08/05 19:08 諏訪地域 大雨 雷
08/05 19:08 南部 雷
08/05 20:16 北部 雷
08/05 20:16 上田地域 雷
08/05 20:16 佐久地域 雷
08/05 20:16 松本地域 雷
08/05 20:16 乗鞍上高地地域 雷
08/05 20:16 諏訪地域 大雨 雷 洪水
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08/05 20:16 南部 雷
08/05 21:15 長野県 雷
08/05 22:44 佐久地域 濃霧
08/06 04:51 北部 雷
08/06 04:51 上田地域 雷
08/06 04:51 佐久地域 雷 濃霧
08/06 04:51 松本地域 雷
08/06 04:51 乗鞍上高地地域 雷
08/06 04:51 諏訪地域 雷
08/06 04:51 南部 雷
08/06 08:04 長野県 雷
08/06 15:18 北部 雷
08/06 15:18 上田地域 雷
08/06 15:18 佐久地域 大雨 雷
08/06 15:18 松本地域 雷
08/06 15:18 乗鞍上高地地域 雷
08/06 15:18 諏訪地域 雷
08/06 15:18 南部 雷
08/06 16:54 長野地域 雷 洪水
08/06 16:54 中野飯山地域 雷
08/06 16:54 大北地域 雷
08/06 16:54 上田地域 雷
08/06 16:54 佐久地域 大雨 雷
08/06 16:54 松本地域 雷
08/06 16:54 乗鞍上高地地域 雷
08/06 16:54 諏訪地域 雷
08/06 16:54 南部 雷
08/06 19:03 長野地域 雷 洪水
08/06 19:03 中野飯山地域 雷
08/06 19:03 大北地域 雷
08/06 19:03 上田地域 雷
08/06 19:03 佐久地域 大雨 雷
08/06 19:03 松本地域 雷
08/06 19:03 乗鞍上高地地域 雷
08/06 19:03 諏訪地域 雷
08/06 19:03 南部 雷
08/06 19:22 北部 雷
08/06 19:22 上田地域 雷
08/06 19:22 佐久地域 大雨 雷
08/06 19:22 松本地域 雷
08/06 19:22 乗鞍上高地地域 雷
08/06 19:22 諏訪地域 雷
08/06 19:22 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 19:22 木曽地域 雷
08/06 19:22 下伊那地域 雷 洪水
08/06 19:39 北部 雷
08/06 19:39 上田地域 雷
08/06 19:39 佐久地域 大雨 雷
08/06 19:39 松本地域 雷
08/06 19:39 乗鞍上高地地域 雷
08/06 19:39 諏訪地域 雷
08/06 19:39 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 19:39 木曽地域 雷
08/06 19:39 下伊那地域 雷 洪水
08/06 20:14 北部 雷
08/06 20:14 上田地域 雷
08/06 20:14 佐久地域 大雨 雷
08/06 20:14 松本地域 雷
08/06 20:14 乗鞍上高地地域 雷
08/06 20:14 諏訪地域 雷
08/06 20:14 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 20:14 木曽地域 雷
08/06 20:14 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 20:32 北部 雷
08/06 20:32 上田地域 雷
08/06 20:32 佐久地域 大雨 雷
08/06 20:32 松本地域 雷
08/06 20:32 乗鞍上高地地域 雷
08/06 20:32 諏訪地域 雷
08/06 20:32 上伊那地域 大雨 雷 洪水
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08/06 20:32 木曽地域 雷
08/06 20:32 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 21:51 北部 雷
08/06 21:51 上田地域 雷
08/06 21:51 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/06 21:51 松本地域 雷
08/06 21:51 乗鞍上高地地域 雷
08/06 21:51 諏訪地域 雷
08/06 21:51 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 21:51 木曽地域 雷
08/06 21:51 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 22:07 北部 雷
08/06 22:07 上田地域 雷
08/06 22:07 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/06 22:07 松本地域 雷
08/06 22:07 乗鞍上高地地域 雷
08/06 22:07 諏訪地域 雷
08/06 22:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 22:07 木曽地域 雷
08/06 22:07 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 22:24 北部 雷
08/06 22:24 上田地域 雷
08/06 22:24 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/06 22:24 松本地域 雷
08/06 22:24 乗鞍上高地地域 雷
08/06 22:24 諏訪地域 雷
08/06 22:24 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/06 22:24 木曽地域 雷
08/06 22:24 下伊那地域 大雨 洪水 雷
08/06 23:30 佐久地域 濃霧
08/06 23:30 上伊那地域 大雨
08/06 23:30 下伊那地域 洪水
08/07 03:38 佐久地域 濃霧
08/07 03:38 南部 雷
08/07 04:43 佐久地域 濃霧
08/07 04:43 上伊那地域 大雨 雷
08/07 04:43 木曽地域 雷 洪水
08/07 04:43 下伊那地域 雷
08/07 10:59 上田地域 濃霧
08/07 10:59 佐久地域 濃霧
08/07 10:59 諏訪地域 濃霧
08/07 10:59 南部 雷
08/07 15:42 上田地域 濃霧
08/07 15:42 佐久地域 濃霧
08/07 15:42 諏訪地域 濃霧
08/07 15:42 上伊那地域 大雨 雷
08/07 15:42 木曽地域 雷
08/07 15:42 下伊那地域 大雨 雷
08/07 16:19 上田地域 濃霧
08/07 16:19 佐久地域 濃霧
08/07 16:19 諏訪地域 濃霧
08/07 16:19 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/07 16:19 木曽地域 雷
08/07 16:19 下伊那地域 大雨 雷
08/07 17:43 上田地域 濃霧
08/07 17:43 佐久地域 濃霧
08/07 17:43 諏訪地域 濃霧
08/07 17:43 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/07 17:43 木曽地域 雷
08/07 17:43 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/07 19:17 上田地域 濃霧
08/07 19:17 佐久地域 濃霧
08/07 19:17 諏訪地域 濃霧
08/07 19:17 上伊那地域 大雨 雷
08/07 19:17 木曽地域 雷
08/07 19:17 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/07 20:41 上田地域 濃霧
08/07 20:41 佐久地域 濃霧
08/07 20:41 諏訪地域 濃霧
08/07 20:41 上伊那地域 大雨
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08/07 22:37 上田地域 濃霧
08/07 22:37 佐久地域 濃霧
08/07 22:37 諏訪地域 濃霧
08/07 22:37 南部 濃霧
08/08 04:51 北部 雷
08/08 04:51 上田地域 雷 濃霧
08/08 04:51 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/08 04:51 松本地域 雷
08/08 04:51 乗鞍上高地地域 雷
08/08 04:51 諏訪地域 雷 濃霧
08/08 04:51 南部 雷 濃霧
08/08 06:08 北部 雷
08/08 06:08 上田地域 雷 強風 濃霧
08/08 06:08 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
08/08 06:08 松本地域 雷 強風
08/08 06:08 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/08 06:08 諏訪地域 雷 強風 濃霧
08/08 06:08 南部 雷 強風 濃霧
08/08 10:13 北部 雷
08/08 10:13 上田地域 雷 強風 濃霧
08/08 10:13 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
08/08 10:13 松本地域 雷 強風
08/08 10:13 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/08 10:13 諏訪地域 雷 強風 濃霧
08/08 10:13 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/08 10:13 木曽地域 雷 強風
08/08 10:13 下伊那地域 雷 強風
08/08 16:44 北部 雷
08/08 16:44 上田地域 雷 強風 濃霧
08/08 16:44 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
08/08 16:44 松本地域 雷 強風
08/08 16:44 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/08 16:44 諏訪地域 雷 強風 濃霧
08/08 16:44 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/08 16:44 木曽地域 雷 強風
08/08 16:44 下伊那地域 雷 強風
08/08 22:07 北部 雷
08/08 22:07 上田地域 雷 強風 濃霧
08/08 22:07 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
08/08 22:07 松本地域 雷 強風
08/08 22:07 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/08 22:07 諏訪地域 雷 強風 濃霧
08/08 22:07 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/08 22:07 木曽地域 雷 強風
08/08 22:07 下伊那地域 雷 強風
08/09 03:19 北部 雷
08/09 03:19 上田地域 雷 濃霧
08/09 03:19 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/09 03:19 松本地域 雷
08/09 03:19 乗鞍上高地地域 雷
08/09 03:19 諏訪地域 雷 濃霧
08/09 03:19 南部 雷
08/09 05:19 上田地域 雷 濃霧
08/09 05:19 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/09 05:19 松本地域 雷
08/09 05:19 乗鞍上高地地域 雷
08/09 05:19 諏訪地域 雷 濃霧
08/09 05:19 南部 雷
08/09 10:18 中部 雷
08/09 10:18 南部 雷
08/09 21:17 長野県 解除
08/10 04:22 長野県 雷
08/10 15:31 北部 雷
08/10 15:31 上田地域 雷
08/10 15:31 佐久地域 大雨 雷
08/10 15:31 松本地域 雷
08/10 15:31 乗鞍上高地地域 雷
08/10 15:31 諏訪地域 雷
08/10 15:31 南部 雷
08/10 17:04 北部 雷
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08/10 17:04 上田地域 大雨 雷 洪水
08/10 17:04 佐久地域 大雨 雷
08/10 17:04 松本地域 雷
08/10 17:04 乗鞍上高地地域 雷
08/10 17:04 諏訪地域 雷
08/10 17:04 南部 雷
08/10 18:25 北部 雷
08/10 18:25 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 18:25 佐久地域 大雨 雷
08/10 18:25 松本地域 大雨 雷 洪水
08/10 18:25 乗鞍上高地地域 雷
08/10 18:25 諏訪地域 大雨 雷
08/10 18:25 南部 雷
08/10 19:05 北部 雷
08/10 19:05 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:05 松本地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:05 乗鞍上高地地域 雷
08/10 19:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:05 南部 雷
08/10 19:16 北部 雷
08/10 19:16 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:16 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:16 松本地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:16 乗鞍上高地地域 雷
08/10 19:16 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:16 南部 雷
08/10 19:45 北部 雷
08/10 19:45 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:45 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:45 松本地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:45 乗鞍上高地地域 雷
08/10 19:45 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:45 南部 雷
08/10 19:55 北部 雷
08/10 19:55 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:55 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:55 松本地域 大雨 洪水 雷
08/10 19:55 乗鞍上高地地域 雷
08/10 19:55 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/10 19:55 南部 雷
08/10 20:35 北部 雷
08/10 20:35 上田地域 大雨 洪水 雷
08/10 20:35 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/10 20:35 松本地域 大雨 洪水 雷
08/10 20:35 乗鞍上高地地域 雷
08/10 20:35 諏訪地域 大雨 洪水 雷
08/10 20:35 南部 雷
08/10 22:27 北部 雷 濃霧
08/10 22:27 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 22:27 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 22:27 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 22:27 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/10 22:27 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 22:27 南部 雷
08/10 23:29 長野地域 雷 洪水 濃霧
08/10 23:29 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
08/10 23:29 大北地域 雷 濃霧
08/10 23:29 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 23:29 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 23:29 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 23:29 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/10 23:29 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/10 23:29 南部 雷
08/11 00:14 長野地域 雷 洪水 濃霧
08/11 00:14 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/11 00:14 大北地域 雷 濃霧
08/11 00:14 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/11 00:14 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/11 00:14 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
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08/11 00:14 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/11 00:14 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/11 00:14 南部 雷
08/11 01:27 長野地域 雷 濃霧
08/11 01:27 中野飯山地域 大雨 洪水 雷 濃霧
08/11 01:27 大北地域 雷 濃霧
08/11 01:27 上田地域 大雨 雷 濃霧
08/11 01:27 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/11 01:27 松本地域 大雨 雷 濃霧
08/11 01:27 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/11 01:27 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
08/11 01:27 南部 雷
08/11 04:23 長野地域 雷 濃霧
08/11 04:23 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
08/11 04:23 大北地域 雷 濃霧
08/11 04:23 中部 雷 濃霧
08/11 04:23 南部 雷
08/11 09:26 長野地域 雷
08/11 09:26 中野飯山地域 大雨 雷
08/11 09:26 大北地域 雷
08/11 09:26 上田地域 大雨 雷
08/11 09:26 佐久地域 大雨 雷
08/11 09:26 松本地域 大雨 雷
08/11 09:26 乗鞍上高地地域 雷
08/11 09:26 諏訪地域 大雨 雷
08/11 09:26 南部 雷
08/11 15:24 長野地域 雷
08/11 15:24 中野飯山地域 大雨 雷
08/11 15:24 大北地域 雷
08/11 15:24 上田地域 大雨 雷
08/11 15:24 佐久地域 大雨 雷
08/11 15:24 松本地域 雷
08/11 15:24 乗鞍上高地地域 雷
08/11 15:24 諏訪地域 大雨 雷
08/11 15:24 南部 雷
08/11 16:47 北部 雷
08/11 16:47 上田地域 大雨 雷
08/11 16:47 佐久地域 大雨 雷
08/11 16:47 松本地域 雷
08/11 16:47 乗鞍上高地地域 雷
08/11 16:47 諏訪地域 大雨 雷
08/11 16:47 上伊那地域 雷
08/11 16:47 木曽地域 雷
08/11 16:47 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/11 17:13 北部 雷
08/11 17:13 上田地域 大雨 雷
08/11 17:13 佐久地域 大雨 雷
08/11 17:13 松本地域 雷
08/11 17:13 乗鞍上高地地域 雷
08/11 17:13 諏訪地域 大雨 雷
08/11 17:13 上伊那地域 雷
08/11 17:13 木曽地域 雷
08/11 17:13 下伊那地域 大雨 洪水 雷
08/11 19:27 北部 雷
08/11 19:27 上田地域 大雨 雷
08/11 19:27 佐久地域 大雨 雷
08/11 19:27 松本地域 雷
08/11 19:27 乗鞍上高地地域 雷
08/11 19:27 諏訪地域 大雨 雷
08/11 19:27 上伊那地域 雷
08/11 19:27 木曽地域 雷
08/11 19:27 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/11 20:30 長野県 雷
08/11 22:17 南部 雷
08/12 04:38 長野県 雷
08/12 12:55 長野地域 雷
08/12 12:55 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 12:55 大北地域 大雨 雷
08/12 12:55 上田地域 大雨 雷
08/12 12:55 佐久地域 大雨 雷
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08/12 12:55 松本地域 雷
08/12 12:55 乗鞍上高地地域 雷
08/12 12:55 諏訪地域 大雨 雷
08/12 12:55 南部 雷
08/12 14:28 長野地域 雷
08/12 14:28 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 14:28 大北地域 大雨 雷
08/12 14:28 上田地域 大雨 雷
08/12 14:28 佐久地域 大雨 雷
08/12 14:28 松本地域 雷
08/12 14:28 乗鞍上高地地域 雷
08/12 14:28 諏訪地域 大雨 雷
08/12 14:28 南部 雷
08/12 15:46 長野地域 雷
08/12 15:46 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 15:46 大北地域 大雨 雷
08/12 15:46 上田地域 大雨 洪水 雷
08/12 15:46 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 15:46 松本地域 雷
08/12 15:46 乗鞍上高地地域 雷
08/12 15:46 諏訪地域 大雨 雷
08/12 15:46 南部 雷
08/12 16:16 長野地域 雷
08/12 16:16 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 16:16 大北地域 大雨 雷
08/12 16:16 上田地域 大雨 洪水 雷
08/12 16:16 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 16:16 松本地域 洪水 大雨 雷
08/12 16:16 乗鞍上高地地域 雷
08/12 16:16 諏訪地域 大雨 雷
08/12 16:16 南部 雷
08/12 17:14 長野地域 雷
08/12 17:14 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 17:14 大北地域 大雨 雷 洪水
08/12 17:14 上田地域 大雨 洪水 雷
08/12 17:14 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 17:14 松本地域 洪水 大雨 雷
08/12 17:14 乗鞍上高地地域 雷
08/12 17:14 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/12 17:14 上伊那地域 雷
08/12 17:14 木曽地域 雷 洪水
08/12 17:14 下伊那地域 雷
08/12 18:25 長野地域 雷
08/12 18:25 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 18:25 大北地域 大雨 雷 洪水
08/12 18:25 上田地域 大雨 洪水 雷
08/12 18:25 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 18:25 松本地域 大雨 雷 洪水
08/12 18:25 乗鞍上高地地域 雷
08/12 18:25 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/12 18:25 上伊那地域 雷
08/12 18:25 木曽地域 雷 洪水
08/12 18:25 下伊那地域 大雨 雷
08/12 21:05 長野地域 雷
08/12 21:05 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 21:05 大北地域 大雨 雷 洪水
08/12 21:05 上田地域 大雨 雷 洪水
08/12 21:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 21:05 松本地域 大雨 雷 洪水
08/12 21:05 乗鞍上高地地域 雷
08/12 21:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/12 21:05 上伊那地域 雷
08/12 21:05 木曽地域 雷 洪水
08/12 21:05 下伊那地域 大雨 雷
08/12 22:27 長野地域 雷
08/12 22:27 中野飯山地域 大雨 雷
08/12 22:27 大北地域 大雨 雷
08/12 22:27 上田地域 大雨 雷 洪水
08/12 22:27 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 22:27 松本地域 大雨 雷 洪水
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08/12 22:27 乗鞍上高地地域 雷
08/12 22:27 諏訪地域 大雨 雷
08/12 22:27 上伊那地域 雷
08/12 22:27 木曽地域 雷 洪水
08/12 22:27 下伊那地域 大雨 雷
08/12 23:14 長野地域 雷 洪水
08/12 23:14 中野飯山地域 雷
08/12 23:14 大北地域 大雨 雷
08/12 23:14 上田地域 大雨 雷 洪水
08/12 23:14 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/12 23:14 松本地域 大雨 雷 洪水
08/12 23:14 乗鞍上高地地域 雷
08/12 23:14 諏訪地域 大雨 雷
08/12 23:14 上伊那地域 雷
08/12 23:14 木曽地域 雷
08/12 23:14 下伊那地域 大雨 雷
08/12 23:55 長野地域 洪水
08/12 23:55 大北地域 大雨
08/12 23:55 上田地域 大雨 洪水
08/12 23:55 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
08/12 23:55 松本地域 大雨 洪水
08/12 23:55 諏訪地域 大雨
08/13 01:40 大北地域 大雨
08/13 01:40 上田地域 大雨
08/13 01:40 佐久地域 大雨 濃霧
08/13 01:40 松本地域 大雨
08/13 01:40 諏訪地域 大雨
08/13 01:40 南部 雷
08/13 04:19 長野地域 雷
08/13 04:19 中野飯山地域 雷
08/13 04:19 大北地域 大雨 雷
08/13 04:19 上田地域 大雨 雷
08/13 04:19 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/13 04:19 松本地域 大雨 雷
08/13 04:19 乗鞍上高地地域 雷
08/13 04:19 諏訪地域 大雨 雷
08/13 04:19 南部 雷
08/13 10:30 長野地域 雷
08/13 10:30 中野飯山地域 雷
08/13 10:30 大北地域 大雨 雷
08/13 10:30 上田地域 大雨 雷
08/13 10:30 佐久地域 大雨 雷
08/13 10:30 松本地域 大雨 雷
08/13 10:30 乗鞍上高地地域 雷
08/13 10:30 諏訪地域 大雨 雷
08/13 10:30 南部 雷
08/13 11:27 長野地域 雷
08/13 11:27 中野飯山地域 雷
08/13 11:27 大北地域 大雨 雷
08/13 11:27 上田地域 大雨 雷
08/13 11:27 佐久地域 大雨 雷
08/13 11:27 松本地域 大雨 雷
08/13 11:27 乗鞍上高地地域 雷
08/13 11:27 諏訪地域 大雨 雷
08/13 11:27 上伊那地域 雷
08/13 11:27 木曽地域 大雨 雷
08/13 11:27 下伊那地域 雷
08/13 13:07 長野地域 雷
08/13 13:07 中野飯山地域 雷
08/13 13:07 大北地域 大雨 雷
08/13 13:07 上田地域 大雨 雷
08/13 13:07 佐久地域 大雨 雷
08/13 13:07 松本地域 大雨 雷
08/13 13:07 乗鞍上高地地域 雷
08/13 13:07 諏訪地域 大雨 雷
08/13 13:07 上伊那地域 雷
08/13 13:07 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/13 13:07 下伊那地域 雷 洪水
08/13 14:11 長野地域 雷
08/13 14:11 中野飯山地域 雷
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08/13 14:11 大北地域 大雨 雷
08/13 14:11 上田地域 大雨 雷
08/13 14:11 佐久地域 大雨 雷
08/13 14:11 松本地域 大雨 雷
08/13 14:11 乗鞍上高地地域 雷
08/13 14:11 諏訪地域 大雨 雷
08/13 14:11 上伊那地域 雷
08/13 14:11 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/13 14:11 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/13 15:22 長野地域 雷
08/13 15:22 中野飯山地域 雷
08/13 15:22 大北地域 大雨 雷
08/13 15:22 上田地域 大雨 雷
08/13 15:22 佐久地域 大雨 雷
08/13 15:22 松本地域 大雨 雷
08/13 15:22 乗鞍上高地地域 雷
08/13 15:22 諏訪地域 大雨 雷
08/13 15:22 上伊那地域 雷
08/13 15:22 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/13 15:22 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/13 15:53 長野地域 雷
08/13 15:53 中野飯山地域 雷
08/13 15:53 大北地域 大雨 雷
08/13 15:53 上田地域 大雨 雷
08/13 15:53 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/13 15:53 松本地域 大雨 雷
08/13 15:53 乗鞍上高地地域 雷
08/13 15:53 諏訪地域 大雨 雷
08/13 15:53 上伊那地域 雷
08/13 15:53 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/13 15:53 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/13 16:59 長野地域 雷
08/13 16:59 中野飯山地域 雷
08/13 16:59 大北地域 大雨 雷
08/13 16:59 上田地域 大雨 洪水 雷
08/13 16:59 佐久地域 大雨 洪水 雷
08/13 16:59 松本地域 大雨 雷
08/13 16:59 乗鞍上高地地域 雷
08/13 16:59 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/13 16:59 上伊那地域 雷
08/13 16:59 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/13 16:59 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/13 18:39 長野地域 雷
08/13 18:39 中野飯山地域 雷
08/13 18:39 大北地域 大雨 雷
08/13 18:39 上田地域 大雨 洪水 雷
08/13 18:39 佐久地域 大雨 洪水 雷
08/13 18:39 松本地域 大雨 雷
08/13 18:39 乗鞍上高地地域 雷
08/13 18:39 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/13 18:39 上伊那地域 雷
08/13 18:39 木曽地域 大雨 雷
08/13 18:39 下伊那地域 大雨 雷
08/13 20:40 上田地域 大雨 洪水
08/13 20:40 佐久地域 大雨 洪水
08/13 20:40 諏訪地域 大雨
08/13 22:19 北部 濃霧
08/13 22:19 上田地域 大雨 濃霧
08/13 22:19 佐久地域 大雨 濃霧
08/13 22:19 松本地域 濃霧
08/13 22:19 乗鞍上高地地域 濃霧
08/13 22:19 諏訪地域 大雨 濃霧
08/13 22:19 南部 濃霧
08/13 23:11 北部 濃霧
08/13 23:11 上田地域 大雨 濃霧
08/13 23:11 佐久地域 大雨 濃霧
08/13 23:11 松本地域 濃霧
08/13 23:11 乗鞍上高地地域 濃霧
08/13 23:11 諏訪地域 大雨 濃霧
08/13 23:11 南部 濃霧
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08/14 04:32 北部 雷 濃霧
08/14 04:32 上田地域 大雨 雷 濃霧
08/14 04:32 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/14 04:32 松本地域 雷 濃霧
08/14 04:32 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
08/14 04:32 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
08/14 04:32 南部 雷 濃霧
08/14 07:36 北部 雷
08/14 07:36 上田地域 大雨 雷
08/14 07:36 佐久地域 大雨 雷
08/14 07:36 松本地域 雷
08/14 07:36 乗鞍上高地地域 雷
08/14 07:36 諏訪地域 大雨 雷
08/14 07:36 南部 雷
08/14 13:38 北部 雷
08/14 13:38 上田地域 大雨 雷
08/14 13:38 佐久地域 大雨 雷
08/14 13:38 松本地域 雷
08/14 13:38 乗鞍上高地地域 雷
08/14 13:38 諏訪地域 大雨 雷
08/14 13:38 南部 雷
08/14 14:53 北部 雷
08/14 14:53 上田地域 大雨 雷
08/14 14:53 佐久地域 大雨 雷
08/14 14:53 松本地域 雷
08/14 14:53 乗鞍上高地地域 雷
08/14 14:53 諏訪地域 大雨 雷
08/14 14:53 南部 雷
08/14 15:36 北部 雷
08/14 15:36 上田地域 大雨 雷
08/14 15:36 佐久地域 大雨 雷
08/14 15:36 松本地域 雷
08/14 15:36 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 15:36 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 15:36 上伊那地域 雷
08/14 15:36 木曽地域 大雨 雷
08/14 15:36 下伊那地域 雷
08/14 15:57 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 15:57 中野飯山地域 雷
08/14 15:57 大北地域 雷
08/14 15:57 上田地域 大雨 雷 洪水
08/14 15:57 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 15:57 松本地域 雷
08/14 15:57 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 15:57 諏訪地域 大雨 洪水 雷
08/14 15:57 上伊那地域 雷
08/14 15:57 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 15:57 下伊那地域 雷
08/14 16:17 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:17 中野飯山地域 雷
08/14 16:17 大北地域 雷
08/14 16:17 上田地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:17 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:17 松本地域 雷
08/14 16:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 16:17 諏訪地域 大雨 洪水 雷
08/14 16:17 上伊那地域 雷
08/14 16:17 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:17 下伊那地域 雷
08/14 16:54 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:54 中野飯山地域 雷
08/14 16:54 大北地域 雷
08/14 16:54 上田地域 大雨 洪水 雷
08/14 16:54 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:54 松本地域 大雨 雷
08/14 16:54 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 16:54 諏訪地域 大雨 洪水 雷
08/14 16:54 上伊那地域 雷
08/14 16:54 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 16:54 下伊那地域 雷
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08/14 17:51 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 17:51 中野飯山地域 大雨 雷
08/14 17:51 大北地域 雷
08/14 17:51 上田地域 大雨 洪水 雷
08/14 17:51 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 17:51 松本地域 大雨 雷
08/14 17:51 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 17:51 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 17:51 上伊那地域 雷
08/14 17:51 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 17:51 下伊那地域 雷
08/14 18:05 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:05 中野飯山地域 大雨 雷
08/14 18:05 大北地域 雷
08/14 18:05 上田地域 大雨 洪水 雷
08/14 18:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:05 松本地域 大雨 雷
08/14 18:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 18:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:05 上伊那地域 雷
08/14 18:05 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:05 下伊那地域 雷
08/14 18:45 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:45 中野飯山地域 大雨 雷
08/14 18:45 大北地域 雷 洪水
08/14 18:45 上田地域 大雨 洪水 雷
08/14 18:45 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:45 松本地域 大雨 雷
08/14 18:45 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 18:45 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:45 上伊那地域 雷
08/14 18:45 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/14 18:45 下伊那地域 雷
08/14 19:17 長野地域 大雨 洪水 雷
08/14 19:17 中野飯山地域 大雨 雷
08/14 19:17 大北地域 雷 洪水
08/14 19:17 上田地域 大雨 雷 洪水
08/14 19:17 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 19:17 松本地域 大雨 雷
08/14 19:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 19:17 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 19:17 南部 雷
08/14 20:35 長野地域 大雨 雷 洪水
08/14 20:35 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/14 20:35 大北地域 雷 洪水
08/14 20:35 上田地域 大雨 雷 洪水
08/14 20:35 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/14 20:35 松本地域 大雨 雷
08/14 20:35 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/14 20:35 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/14 20:35 南部 雷
08/14 22:43 長野地域 大雨 洪水 濃霧
08/14 22:43 中野飯山地域 大雨 濃霧
08/14 22:43 大北地域 濃霧
08/14 22:43 上田地域 大雨 洪水 濃霧
08/14 22:43 佐久地域 大雨 洪水 濃霧
08/14 22:43 松本地域 濃霧
08/14 22:43 乗鞍上高地地域 濃霧
08/14 22:43 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
08/14 22:43 南部 濃霧
08/15 01:49 長野地域 大雨 洪水 濃霧
08/15 01:49 中野飯山地域 大雨 濃霧
08/15 01:49 大北地域 濃霧
08/15 01:49 上田地域 大雨 洪水 濃霧
08/15 01:49 佐久地域 大雨 濃霧
08/15 01:49 松本地域 濃霧
08/15 01:49 乗鞍上高地地域 濃霧
08/15 01:49 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
08/15 01:49 南部 濃霧
08/15 04:16 長野地域 濃霧

資料　118



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

08/15 04:16 中野飯山地域 大雨 濃霧
08/15 04:16 大北地域 濃霧
08/15 04:16 上田地域 大雨 濃霧
08/15 04:16 佐久地域 大雨 濃霧
08/15 04:16 松本地域 濃霧
08/15 04:16 乗鞍上高地地域 濃霧
08/15 04:16 諏訪地域 濃霧
08/15 04:16 南部 濃霧
08/15 07:45 長野地域 雷
08/15 07:45 中野飯山地域 大雨 雷
08/15 07:45 大北地域 雷
08/15 07:45 上田地域 大雨 雷
08/15 07:45 佐久地域 大雨 雷
08/15 07:45 松本地域 雷
08/15 07:45 乗鞍上高地地域 雷
08/15 07:45 諏訪地域 雷
08/15 07:45 南部 雷
08/15 15:13 長野地域 雷
08/15 15:13 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/15 15:13 大北地域 雷
08/15 15:13 上田地域 大雨 雷
08/15 15:13 佐久地域 大雨 雷
08/15 15:13 松本地域 雷
08/15 15:13 乗鞍上高地地域 雷
08/15 15:13 諏訪地域 雷
08/15 15:13 南部 雷
08/15 15:38 長野地域 雷
08/15 15:38 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/15 15:38 大北地域 雷
08/15 15:38 上田地域 大雨 雷
08/15 15:38 佐久地域 大雨 雷
08/15 15:38 松本地域 雷
08/15 15:38 乗鞍上高地地域 雷
08/15 15:38 諏訪地域 雷
08/15 15:38 南部 雷
08/15 19:03 長野地域 雷
08/15 19:03 中野飯山地域 大雨 雷
08/15 19:03 大北地域 雷
08/15 19:03 上田地域 大雨 雷
08/15 19:03 佐久地域 大雨 雷
08/15 19:03 松本地域 雷
08/15 19:03 乗鞍上高地地域 雷
08/15 19:03 諏訪地域 雷
08/15 19:03 南部 雷
08/15 23:05 北部 大雨 濃霧
08/15 23:05 上田地域 大雨 濃霧
08/15 23:05 佐久地域 大雨 濃霧
08/15 23:05 松本地域 濃霧
08/15 23:05 乗鞍上高地地域 濃霧
08/15 23:05 諏訪地域 濃霧
08/15 23:05 南部 濃霧
08/16 03:10 長野地域 濃霧
08/16 03:10 中野飯山地域 大雨 濃霧
08/16 03:10 大北地域 大雨 濃霧
08/16 03:10 上田地域 濃霧
08/16 03:10 佐久地域 濃霧
08/16 03:10 松本地域 濃霧
08/16 03:10 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
08/16 03:10 諏訪地域 濃霧
08/16 03:10 南部 濃霧
08/16 07:11 長野地域 雷
08/16 07:11 中野飯山地域 大雨 雷
08/16 07:11 大北地域 大雨 雷
08/16 07:11 上田地域 大雨 雷
08/16 07:11 佐久地域 大雨 雷
08/16 07:11 松本地域 雷
08/16 07:11 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/16 07:11 諏訪地域 雷
08/16 07:11 南部 雷
08/16 09:50 北部 大雨 雷
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08/16 09:50 上田地域 大雨 雷
08/16 09:50 佐久地域 大雨 雷
08/16 09:50 松本地域 雷
08/16 09:50 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/16 09:50 諏訪地域 大雨 雷
08/16 09:50 上伊那地域 雷
08/16 09:50 木曽地域 大雨 雷
08/16 09:50 下伊那地域 大雨 雷
08/16 11:05 長野地域 大雨 雷
08/16 11:05 中野飯山地域 大雨 雷
08/16 11:05 大北地域 大雨 雷
08/16 11:05 上田地域 大雨 雷
08/16 11:05 佐久地域 大雨 雷
08/16 11:05 松本地域 雷
08/16 11:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/16 11:05 諏訪地域 大雨 雷
08/16 11:05 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 11:05 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/16 11:05 下伊那地域 大雨 雷
08/16 12:03 長野地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 大北地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 佐久地域 大雨 雷
08/16 12:03 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/16 12:03 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:03 下伊那地域 大雨 雷
08/16 12:42 長野地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 大北地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 佐久地域 大雨 雷
08/16 12:42 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/16 12:42 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 12:42 南部 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 長野地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 大北地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 佐久地域 大雨 雷
08/16 14:08 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:08 南部 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 北部 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 佐久地域 大雨 雷
08/16 14:21 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:21 南部 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 北部 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 佐久地域 大雨 雷
08/16 14:41 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/16 14:41 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 北部 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 諏訪地域 大雨 雷 洪水
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08/16 15:52 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 15:52 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/16 15:52 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 北部 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 上伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 16:17 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/16 16:17 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 北部 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:05 上伊那地域 大雨 洪水 雷
08/16 17:05 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/16 17:05 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 北部 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 上田地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 佐久地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 松本地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 諏訪地域 大雨 雷 洪水
08/16 17:46 上伊那地域 大雨 洪水 雷
08/16 17:46 木曽地域 大雨 洪水 雷
08/16 17:46 下伊那地域 大雨 雷 洪水
08/16 19:23 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 19:23 上伊那地域 大雨 洪水 雷 濃霧
08/16 19:23 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
08/16 19:23 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 21:39 上伊那地域 大雨 洪水 雷 濃霧
08/16 21:39 木曽地域 大雨 洪水 雷 濃霧
08/16 21:39 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/16 23:15 長野地域 大雨 濃霧
08/16 23:15 中野飯山地域 大雨 洪水 濃霧
08/16 23:15 大北地域 大雨 洪水 濃霧
08/16 23:15 上田地域 大雨 濃霧
08/16 23:15 佐久地域 大雨 濃霧
08/16 23:15 松本地域 濃霧
08/16 23:15 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
08/16 23:15 諏訪地域 大雨 濃霧
08/16 23:15 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
08/16 23:15 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
08/16 23:15 下伊那地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 長野地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 中野飯山地域 大雨 洪水 濃霧
08/17 00:31 大北地域 大雨 洪水 濃霧
08/17 00:31 上田地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 佐久地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 松本地域 濃霧
08/17 00:31 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 諏訪地域 大雨 濃霧
08/17 00:31 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
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08/17 00:31 木曽地域 大雨 洪水 濃霧
08/17 00:31 下伊那地域 大雨 濃霧
08/17 04:41 長野地域 大雨 濃霧
08/17 04:41 中野飯山地域 大雨 洪水 濃霧
08/17 04:41 大北地域 大雨 濃霧
08/17 04:41 上田地域 濃霧
08/17 04:41 佐久地域 大雨 濃霧
08/17 04:41 松本地域 濃霧
08/17 04:41 乗鞍上高地地域 濃霧
08/17 04:41 諏訪地域 濃霧
08/17 04:41 上伊那地域 洪水 濃霧
08/17 04:41 木曽地域 濃霧
08/17 04:41 下伊那地域 濃霧
08/17 07:20 長野地域 大雨
08/17 07:20 中野飯山地域 大雨
08/17 07:20 大北地域 大雨
08/17 07:20 佐久地域 大雨
08/17 10:58 中野飯山地域 大雨
08/17 10:58 大北地域 大雨
08/17 16:32 中野飯山地域 大雨
08/17 16:32 大北地域 大雨
08/17 19:54 中野飯山地域 大雨
08/17 19:54 大北地域 大雨
08/17 21:48 中野飯山地域 大雨
08/18 04:25 中野飯山地域 大雨
08/18 10:10 長野県 解除
08/20 16:32 佐久地域 濃霧
08/20 19:06 佐久地域 濃霧
08/20 19:06 松本地域 大雨
08/20 21:05 佐久地域 濃霧
08/21 06:19 長野県 雷
08/21 21:15 佐久地域 濃霧
08/22 08:05 長野県 解除
08/22 15:51 長野県 雷
08/22 21:50 佐久地域 濃霧
08/23 08:08 中部 雷
08/23 08:08 南部 雷
08/23 14:38 長野県 雷
08/23 15:28 長野地域 雷 強風
08/23 15:28 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/23 15:28 大北地域 雷 強風
08/23 15:28 上田地域 雷 強風
08/23 15:28 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
08/23 15:28 松本地域 雷 強風
08/23 15:28 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/23 15:28 諏訪地域 雷 強風
08/23 15:28 南部 雷 強風
08/23 16:42 長野地域 雷 強風
08/23 16:42 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/23 16:42 大北地域 雷 強風
08/23 16:42 上田地域 雷 強風
08/23 16:42 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
08/23 16:42 松本地域 雷 強風
08/23 16:42 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/23 16:42 諏訪地域 雷 強風
08/23 16:42 上伊那地域 雷 強風
08/23 16:42 木曽地域 雷 強風
08/23 16:42 下伊那地域 大雨 雷 強風
08/23 19:43 長野地域 雷 強風
08/23 19:43 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/23 19:43 大北地域 雷 強風
08/23 19:43 中部 雷 強風
08/23 19:43 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/23 19:43 木曽地域 雷 強風
08/23 19:43 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/23 23:43 長野地域 雷 強風
08/23 23:43 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/23 23:43 大北地域 雷 強風
08/23 23:43 上田地域 雷 強風
08/23 23:43 佐久地域 大雨 雷 強風
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08/23 23:43 松本地域 雷 強風
08/23 23:43 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/23 23:43 諏訪地域 大雨 雷 強風
08/23 23:43 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/23 23:43 木曽地域 雷 強風
08/23 23:43 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 05:26 長野地域 雷 強風
08/24 05:26 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/24 05:26 大北地域 雷 強風
08/24 05:26 上田地域 雷 強風
08/24 05:26 佐久地域 大雨 雷 強風 濃霧
08/24 05:26 松本地域 雷 強風
08/24 05:26 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/24 05:26 諏訪地域 大雨 雷 強風
08/24 05:26 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/24 05:26 木曽地域 大雨 雷 強風
08/24 05:26 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 10:49 長野地域 雷 強風
08/24 10:49 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/24 10:49 大北地域 雷 強風
08/24 10:49 上田地域 雷 強風
08/24 10:49 佐久地域 大雨 雷 強風
08/24 10:49 松本地域 雷 強風
08/24 10:49 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/24 10:49 諏訪地域 雷 強風
08/24 10:49 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/24 10:49 木曽地域 大雨 雷 強風
08/24 10:49 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 12:03 長野地域 雷 強風
08/24 12:03 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/24 12:03 大北地域 雷 強風
08/24 12:03 上田地域 雷 強風
08/24 12:03 佐久地域 大雨 雷 強風
08/24 12:03 松本地域 雷 強風
08/24 12:03 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/24 12:03 諏訪地域 雷 強風
08/24 12:03 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/24 12:03 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 12:03 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 14:38 長野地域 雷 強風
08/24 14:38 中野飯山地域 大雨 雷 強風
08/24 14:38 大北地域 雷 強風
08/24 14:38 上田地域 雷 強風
08/24 14:38 佐久地域 大雨 雷 強風
08/24 14:38 松本地域 雷 強風
08/24 14:38 乗鞍上高地地域 雷 強風
08/24 14:38 諏訪地域 雷 強風
08/24 14:38 上伊那地域 大雨 雷 強風
08/24 14:38 木曽地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 14:38 下伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
08/24 16:07 中野飯山地域 大雨
08/24 16:07 上伊那地域 大雨 雷
08/24 16:07 木曽地域 大雨 雷 洪水
08/24 16:07 下伊那地域 大雨 雷
08/24 23:15 上伊那地域 雷
08/24 23:15 木曽地域 大雨 雷
08/24 23:15 下伊那地域 大雨 雷
08/25 02:17 佐久地域 大雨
08/25 02:17 上伊那地域 雷
08/25 02:17 木曽地域 大雨 雷
08/25 02:17 下伊那地域 大雨 雷
08/25 04:47 北部 雷
08/25 04:47 上田地域 雷
08/25 04:47 佐久地域 大雨 雷
08/25 04:47 松本地域 雷
08/25 04:47 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 04:47 諏訪地域 雷
08/25 04:47 南部 大雨 雷
08/25 05:25 長野地域 雷
08/25 05:25 中野飯山地域 雷
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08/25 05:25 大北地域 大雨 雷
08/25 05:25 上田地域 雷
08/25 05:25 佐久地域 大雨 雷
08/25 05:25 松本地域 雷
08/25 05:25 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 05:25 諏訪地域 雷
08/25 05:25 南部 大雨 雷
08/25 09:07 長野地域 雷
08/25 09:07 中野飯山地域 雷
08/25 09:07 大北地域 大雨 雷
08/25 09:07 上田地域 雷
08/25 09:07 佐久地域 雷
08/25 09:07 松本地域 雷
08/25 09:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 09:07 諏訪地域 雷
08/25 09:07 上伊那地域 雷
08/25 09:07 木曽地域 大雨 雷
08/25 09:07 下伊那地域 雷
08/25 14:12 長野地域 雷
08/25 14:12 中野飯山地域 大雨 雷
08/25 14:12 大北地域 大雨 雷
08/25 14:12 上田地域 雷
08/25 14:12 佐久地域 雷
08/25 14:12 松本地域 雷
08/25 14:12 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 14:12 諏訪地域 雷
08/25 14:12 上伊那地域 雷
08/25 14:12 木曽地域 大雨 雷
08/25 14:12 下伊那地域 雷
08/25 17:27 長野地域 雷 洪水
08/25 17:27 中野飯山地域 大雨 雷
08/25 17:27 大北地域 大雨 雷
08/25 17:27 上田地域 雷
08/25 17:27 佐久地域 雷
08/25 17:27 松本地域 雷
08/25 17:27 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 17:27 諏訪地域 雷
08/25 17:27 上伊那地域 雷
08/25 17:27 木曽地域 大雨 雷
08/25 17:27 下伊那地域 雷
08/25 18:47 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 18:47 中野飯山地域 大雨 雷
08/25 18:47 大北地域 大雨 雷
08/25 18:47 上田地域 雷
08/25 18:47 佐久地域 雷
08/25 18:47 松本地域 雷
08/25 18:47 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 18:47 諏訪地域 雷
08/25 18:47 上伊那地域 雷
08/25 18:47 木曽地域 大雨 雷
08/25 18:47 下伊那地域 雷
08/25 20:05 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 20:05 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/25 20:05 大北地域 大雨 雷
08/25 20:05 上田地域 雷
08/25 20:05 佐久地域 雷
08/25 20:05 松本地域 雷
08/25 20:05 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 20:05 諏訪地域 雷
08/25 20:05 上伊那地域 雷
08/25 20:05 木曽地域 大雨 雷
08/25 20:05 下伊那地域 雷
08/25 20:35 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 20:35 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/25 20:35 大北地域 大雨 雷
08/25 20:35 上田地域 雷
08/25 20:35 佐久地域 雷
08/25 20:35 松本地域 雷
08/25 20:35 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 20:35 諏訪地域 雷
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08/25 20:35 上伊那地域 雷
08/25 20:35 木曽地域 大雨 雷
08/25 20:35 下伊那地域 雷
08/25 21:28 長野地域 大雨 雷 洪水
08/25 21:28 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/25 21:28 大北地域 大雨 雷
08/25 21:28 上田地域 雷
08/25 21:28 佐久地域 雷
08/25 21:28 松本地域 雷
08/25 21:28 乗鞍上高地地域 大雨 雷
08/25 21:28 諏訪地域 雷
08/25 21:28 上伊那地域 雷
08/25 21:28 木曽地域 大雨 雷
08/25 21:28 下伊那地域 雷
08/25 22:52 長野地域 大雨 雷
08/25 22:52 中野飯山地域 大雨 雷 洪水
08/25 22:52 大北地域 大雨 雷
08/26 03:08 北部 濃霧
08/26 06:10 長野県 雷
08/26 21:31 長野県 解除
08/27 05:44 北部 雷
08/27 05:44 上田地域 雷
08/27 05:44 佐久地域 雷
08/27 05:44 松本地域 雷 濃霧
08/27 05:44 乗鞍上高地地域 雷
08/27 05:44 諏訪地域 雷
08/27 05:44 上伊那地域 雷
08/27 05:44 木曽地域 雷 濃霧
08/27 05:44 下伊那地域 雷 濃霧
08/27 08:07 長野県 雷
08/27 16:36 長野県 雷
08/27 20:17 北部 雷
08/27 20:17 上田地域 雷
08/27 20:17 佐久地域 雷 濃霧
08/27 20:17 松本地域 雷
08/27 20:17 乗鞍上高地地域 雷
08/27 20:17 諏訪地域 雷
08/27 20:17 南部 雷
08/27 21:13 北部 雷
08/27 21:13 上田地域 雷
08/27 21:13 佐久地域 大雨 雷 濃霧
08/27 21:13 松本地域 雷
08/27 21:13 乗鞍上高地地域 雷
08/27 21:13 諏訪地域 雷
08/27 21:13 南部 雷
08/27 23:23 北部 雷
08/27 23:23 上田地域 雷
08/27 23:23 佐久地域 雷 濃霧
08/27 23:23 松本地域 雷
08/27 23:23 乗鞍上高地地域 雷
08/27 23:23 諏訪地域 雷
08/27 23:23 南部 雷
08/28 10:11 長野県 雷
08/28 21:29 佐久地域 濃霧
08/29 04:35 北部 雷
08/29 04:35 上田地域 雷
08/29 04:35 佐久地域 雷 濃霧
08/29 04:35 松本地域 雷
08/29 04:35 乗鞍上高地地域 雷
08/29 04:35 諏訪地域 雷
08/29 04:35 南部 雷
08/29 07:44 長野地域 雷
08/29 07:44 中野飯山地域 大雨 雷
08/29 07:44 大北地域 大雨 雷
08/29 07:44 上田地域 雷
08/29 07:44 佐久地域 雷 濃霧
08/29 07:44 松本地域 雷
08/29 07:44 乗鞍上高地地域 雷
08/29 07:44 諏訪地域 雷
08/29 07:44 南部 雷
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08/29 10:04 長野地域 雷
08/29 10:04 中野飯山地域 大雨 雷
08/29 10:04 大北地域 大雨 雷
08/29 10:04 中部 雷
08/29 10:04 南部 雷
08/29 16:33 北部 雷
08/29 16:33 上田地域 雷
08/29 16:33 佐久地域 大雨 雷
08/29 16:33 松本地域 雷
08/29 16:33 乗鞍上高地地域 雷
08/29 16:33 諏訪地域 雷
08/29 16:33 南部 雷
08/29 21:10 佐久地域 濃霧
08/30 04:56 北部 雷
08/30 04:56 佐久地域 濃霧
08/30 07:33 長野県 雷
08/30 16:52 長野県 雷
08/31 00:20 長野地域 雷
08/31 00:20 中野飯山地域 雷
08/31 00:20 大北地域 大雨 雷
08/31 00:20 中部 雷
08/31 00:20 南部 雷
08/31 04:16 長野地域 雷
08/31 04:16 中野飯山地域 雷
08/31 04:16 大北地域 大雨 雷
08/31 04:16 中部 雷
08/31 04:16 南部 雷
08/31 09:47 長野地域 雷
08/31 09:47 中野飯山地域 大雨 雷
08/31 09:47 大北地域 大雨 雷
08/31 09:47 中部 雷
08/31 09:47 南部 雷
08/31 12:24 長野地域 大雨 雷 濃霧
08/31 12:24 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
08/31 12:24 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 12:24 中部 雷
08/31 12:24 南部 雷
08/31 15:17 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:17 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:17 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:17 上田地域 雷 濃霧
08/31 15:17 佐久地域 雷 濃霧
08/31 15:17 松本地域 雷 洪水 濃霧
08/31 15:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
08/31 15:17 諏訪地域 雷 濃霧
08/31 15:17 南部 雷 濃霧
08/31 15:32 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:32 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:32 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:32 上田地域 雷 濃霧
08/31 15:32 佐久地域 雷 濃霧
08/31 15:32 松本地域 雷 洪水 濃霧
08/31 15:32 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 15:32 諏訪地域 雷 濃霧
08/31 15:32 南部 雷 濃霧
08/31 16:56 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 16:56 中野飯山地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 16:56 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 16:56 上田地域 雷 濃霧
08/31 16:56 佐久地域 雷 濃霧
08/31 16:56 松本地域 雷 洪水 濃霧
08/31 16:56 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
08/31 16:56 諏訪地域 雷 濃霧
08/31 16:56 南部 雷 濃霧
09/01 06:09 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
09/01 06:09 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/01 06:09 佐久地域 雷 濃霧
09/01 06:09 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/01 06:09 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/01 06:09 諏訪地域 雷 濃霧
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09/01 06:09 南部 雷 濃霧
09/01 11:08 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 佐久地域 雷 濃霧
09/01 11:08 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/01 11:08 諏訪地域 雷 濃霧
09/01 11:08 南部 雷 濃霧
09/01 16:58 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/01 16:58 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/01 16:58 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/01 16:58 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/01 16:58 佐久地域 雷 濃霧
09/01 16:58 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/01 16:58 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/01 16:58 諏訪地域 雷 濃霧
09/01 16:58 南部 雷 濃霧
09/01 19:13 北部 大雨 雷 濃霧
09/01 19:13 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/01 19:13 佐久地域 雷 濃霧
09/01 19:13 松本地域 雷 濃霧
09/01 19:13 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/01 19:13 諏訪地域 雷 濃霧
09/01 19:13 南部 雷 濃霧
09/01 22:39 北部 大雨 濃霧
09/01 22:39 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/01 22:39 佐久地域 雷 濃霧
09/01 22:39 松本地域 雷 濃霧
09/01 22:39 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/01 22:39 諏訪地域 雷 濃霧
09/01 22:39 南部 雷 濃霧
09/02 03:52 長野地域 雷 濃霧
09/02 03:52 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/02 03:52 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/02 03:52 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 03:52 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/02 03:52 松本地域 雷 濃霧
09/02 03:52 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/02 03:52 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 03:52 南部 雷 濃霧
09/02 05:06 長野地域 雷 濃霧
09/02 05:06 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:06 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:06 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:06 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/02 05:06 松本地域 雷 濃霧
09/02 05:06 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/02 05:06 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 05:06 南部 雷 濃霧
09/02 05:35 長野地域 雷 濃霧
09/02 05:35 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:35 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:35 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 05:35 佐久地域 大雨 洪水 雷 濃霧
09/02 05:35 松本地域 雷 濃霧
09/02 05:35 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/02 05:35 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 05:35 南部 雷 濃霧
09/02 08:22 長野地域 雷 濃霧
09/02 08:22 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/02 08:22 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/02 08:22 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 08:22 佐久地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/02 08:22 松本地域 雷 濃霧
09/02 08:22 乗鞍上高地地域 雷 濃霧
09/02 08:22 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 08:22 南部 雷 濃霧
09/02 10:54 長野地域 雷
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09/02 10:54 中野飯山地域 大雨 雷
09/02 10:54 大北地域 大雨 雷
09/02 10:54 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 10:54 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/02 10:54 松本地域 雷
09/02 10:54 乗鞍上高地地域 雷
09/02 10:54 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 10:54 南部 雷
09/02 18:08 長野地域 雷
09/02 18:08 中野飯山地域 大雨 雷
09/02 18:08 大北地域 大雨 雷
09/02 18:08 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/02 18:08 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/02 18:08 松本地域 雷 洪水
09/02 18:08 乗鞍上高地地域 雷
09/02 18:08 諏訪地域 雷 濃霧
09/02 18:08 南部 雷
09/02 21:21 上田地域 濃霧
09/02 21:21 佐久地域 濃霧
09/02 21:21 諏訪地域 濃霧
09/03 05:10 上田地域 濃霧
09/03 05:10 佐久地域 大雨 濃霧
09/03 05:10 諏訪地域 濃霧
09/03 05:10 南部 雷
09/03 10:17 長野県 解除
09/04 04:52 長野県 雷 強風
09/04 10:19 長野地域 暴風 雷
09/04 10:19 中野飯山地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 大北地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 上田地域 暴風 雷
09/04 10:19 佐久地域 暴風 大雨 雷 濃霧
09/04 10:19 松本地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 乗鞍上高地地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 諏訪地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 上伊那地域 暴風 大雨 雷
09/04 10:19 木曽地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 10:19 下伊那地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 長野地域 暴風 雷
09/04 12:42 中野飯山地域 暴風 大雨 雷
09/04 12:42 大北地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 上田地域 暴風 大雨 雷
09/04 12:42 佐久地域 暴風 大雨 雷 洪水 濃霧
09/04 12:42 松本地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 乗鞍上高地地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 諏訪地域 暴風 大雨 雷
09/04 12:42 上伊那地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 木曽地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 12:42 下伊那地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 14:14 長野地域 暴風 雷
09/04 14:14 中野飯山地域 暴風 大雨 雷
09/04 14:14 大北地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 14:14 上田地域 暴風 大雨 雷
09/04 14:14 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水 濃霧
09/04 14:14 松本地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 14:14 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 14:14 諏訪地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 14:14 南部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 15:43 長野地域 暴風 大雨 雷
09/04 15:43 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 15:43 大北地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 15:43 中部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 15:43 南部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 16:45 長野地域 暴風 大雨 雷
09/04 16:45 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 16:45 大北地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 16:45 中部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 16:45 上伊那地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 16:45 木曽地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 16:45 下伊那地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 17:30 長野地域 暴風 大雨 雷
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09/04 17:30 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 17:30 大北地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 17:30 中部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 17:30 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 18:11 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 18:11 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:11 大北地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:11 中部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:11 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 18:39 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 18:39 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:39 大北地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:39 中部 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 18:39 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:13 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 19:13 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:13 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:13 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:13 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:13 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:13 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:13 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:13 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:43 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 19:43 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:43 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:43 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:43 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 19:43 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:43 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:43 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 19:43 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 20:17 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 20:17 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 20:17 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 20:17 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 20:17 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 20:17 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 20:17 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 20:17 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 20:17 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 21:11 長野地域 暴風 大雨 雷 洪水
09/04 21:11 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 21:11 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 21:11 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 21:11 佐久地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/04 21:11 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 21:11 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 21:11 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 21:11 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/04 22:10 長野地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 22:10 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 22:10 大北地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 22:10 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 22:10 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 22:10 松本地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 22:10 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 22:10 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 22:10 南部 大雨 洪水 雷 強風
09/04 23:23 長野地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 23:23 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 23:23 大北地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 23:23 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 23:23 佐久地域 大雨 雷 強風 洪水
09/04 23:23 松本地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 23:23 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 23:23 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風
09/04 23:23 南部 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 長野地域 大雨 雷 強風 洪水
09/05 01:06 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
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09/05 01:06 大北地域 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 上田地域 大雨 雷 強風 洪水
09/05 01:06 佐久地域 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 松本地域 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 乗鞍上高地地域 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 諏訪地域 大雨 洪水 雷 強風
09/05 01:06 南部 大雨 洪水 雷 強風
09/05 04:20 長野地域 大雨 雷
09/05 04:20 中野飯山地域 大雨 雷
09/05 04:20 大北地域 大雨 雷 洪水
09/05 04:20 上田地域 大雨 雷 洪水
09/05 04:20 佐久地域 大雨 雷 洪水
09/05 04:20 松本地域 大雨 雷 洪水
09/05 04:20 乗鞍上高地地域 大雨 雷
09/05 04:20 諏訪地域 大雨 雷 洪水
09/05 04:20 南部 大雨 雷 洪水
09/05 10:05 長野地域 大雨
09/05 10:05 中野飯山地域 大雨
09/05 10:05 大北地域 大雨 洪水
09/05 10:05 上田地域 大雨
09/05 10:05 佐久地域 大雨 洪水
09/05 10:05 松本地域 大雨 洪水
09/05 10:05 乗鞍上高地地域 大雨
09/05 10:05 諏訪地域 大雨 洪水
09/05 10:05 南部 大雨 洪水
09/05 13:31 北部 大雨
09/05 13:31 中部 大雨
09/05 13:31 上伊那地域 大雨 洪水
09/05 13:31 木曽地域 大雨
09/05 13:31 下伊那地域 大雨
09/05 16:34 北部 大雨
09/05 16:34 中部 大雨
09/05 16:34 上伊那地域 大雨 洪水
09/05 16:34 木曽地域 大雨
09/05 16:34 下伊那地域 大雨
09/05 23:15 大北地域 大雨
09/05 23:15 佐久地域 大雨
09/06 04:43 長野県 解除
09/07 02:42 大北地域 大雨
09/07 02:42 佐久地域 大雨
09/07 04:06 長野地域 雷
09/07 04:06 中野飯山地域 雷
09/07 04:06 大北地域 大雨 雷
09/07 04:06 上田地域 雷
09/07 04:06 佐久地域 大雨 雷
09/07 04:06 松本地域 雷
09/07 04:06 乗鞍上高地地域 雷
09/07 04:06 諏訪地域 雷
09/07 04:06 南部 大雨 雷
09/07 05:52 北部 大雨 雷 濃霧
09/07 05:52 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/07 05:52 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/07 05:52 松本地域 雷 濃霧
09/07 05:52 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/07 05:52 諏訪地域 雷 濃霧
09/07 05:52 南部 大雨 雷 濃霧
09/07 10:17 北部 大雨 雷
09/07 10:17 上田地域 大雨 雷
09/07 10:17 佐久地域 大雨 雷
09/07 10:17 松本地域 雷
09/07 10:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷
09/07 10:17 諏訪地域 雷
09/07 10:17 南部 大雨 雷
09/07 11:48 長野地域 雷
09/07 11:48 中野飯山地域 大雨 雷
09/07 11:48 大北地域 大雨 雷
09/07 11:48 上田地域 大雨 雷
09/07 11:48 佐久地域 大雨 雷
09/07 11:48 松本地域 雷
09/07 11:48 乗鞍上高地地域 大雨 雷
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09/07 11:48 諏訪地域 雷
09/07 11:48 南部 大雨 雷
09/07 16:07 北部 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 松本地域 雷 濃霧
09/07 16:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/07 16:07 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 16:07 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 松本地域 雷 濃霧
09/07 17:52 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/07 17:52 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 17:52 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/07 21:27 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/07 21:27 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/07 21:27 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 21:27 中部 大雨 雷 濃霧
09/07 21:27 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/07 21:27 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/07 21:27 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 01:06 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 01:06 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 01:06 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 01:06 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:21 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:21 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:21 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 02:21 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 02:21 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 03:28 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 03:28 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 03:28 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 03:28 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 03:28 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 03:28 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 05:44 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 05:44 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 05:44 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 05:44 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 05:44 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 05:44 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 05:44 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 05:44 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
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09/08 05:44 上伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/08 05:44 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 05:44 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 09:07 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 09:07 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 09:07 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 09:07 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 09:07 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 10:17 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 10:17 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 10:17 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 10:17 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 10:17 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 長野地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 13:03 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 13:03 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 13:03 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 13:03 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 13:03 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/08 16:25 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 16:25 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 16:25 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/08 16:25 中部 大雨 雷 濃霧
09/08 16:25 南部 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/08 22:57 南部 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/09 01:29 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/09 01:29 南部 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/09 04:47 南部 大雨 雷 濃霧
09/09 10:05 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/09 10:05 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
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09/09 10:05 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/09 10:05 中部 大雨 雷 濃霧
09/09 10:05 南部 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 大北地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/09 11:35 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 松本地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/09 11:35 諏訪地域 大雨 雷
09/09 11:35 南部 大雨 雷
09/09 16:47 北部 大雨 濃霧
09/09 16:47 上田地域 濃霧
09/09 16:47 佐久地域 濃霧
09/09 16:47 松本地域 濃霧
09/09 16:47 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
09/09 21:17 北部 大雨 雷 濃霧
09/09 21:17 上田地域 雷 濃霧
09/09 21:17 佐久地域 雷 濃霧
09/09 21:17 松本地域 雷 濃霧
09/09 21:17 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/09 21:17 諏訪地域 雷
09/09 21:17 上伊那地域 大雨 雷
09/09 21:17 木曽地域 雷
09/09 21:17 下伊那地域 雷
09/09 22:23 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/09 22:23 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/09 22:23 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/09 22:23 上田地域 雷 濃霧
09/09 22:23 佐久地域 雷 濃霧
09/09 22:23 松本地域 雷 濃霧
09/09 22:23 乗鞍上高地地域 大雨 雷 濃霧
09/09 22:23 諏訪地域 雷
09/09 22:23 上伊那地域 大雨 雷
09/09 22:23 木曽地域 雷
09/09 22:23 下伊那地域 雷
09/10 04:17 長野地域 大雨 雷 濃霧
09/10 04:17 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/10 04:17 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/10 04:17 中部 大雨 雷 濃霧
09/10 04:17 南部 大雨 雷 濃霧
09/10 11:32 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 11:32 上田地域 大雨 雷 濃霧
09/10 11:32 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/10 11:32 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 11:32 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 11:32 諏訪地域 大雨 雷 濃霧
09/10 11:32 南部 大雨 雷 濃霧
09/10 14:09 北部 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 上田地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 佐久地域 大雨 雷 濃霧
09/10 14:09 松本地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 乗鞍上高地地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 諏訪地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 14:09 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/10 16:38 北部 大雨 雷 濃霧
09/10 16:38 中部 大雨 雷 濃霧
09/10 16:38 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 16:38 木曽地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/10 16:38 下伊那地域 大雨 雷 濃霧
09/10 20:39 北部 大雨 濃霧
09/10 20:39 中部 大雨 濃霧
09/10 20:39 南部 大雨 濃霧
09/11 00:30 長野地域 大雨 濃霧
09/11 00:30 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/11 00:30 大北地域 大雨 濃霧
09/11 00:30 上田地域 濃霧
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09/11 00:30 佐久地域 濃霧
09/11 00:30 松本地域 濃霧
09/11 00:30 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
09/11 00:30 諏訪地域 濃霧
09/11 00:30 南部 濃霧
09/11 05:47 長野地域 濃霧
09/11 05:47 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/11 05:47 大北地域 大雨 濃霧
09/11 05:47 中部 濃霧
09/11 05:47 南部 濃霧
09/11 09:39 佐久地域 濃霧
09/12 06:37 上田地域 濃霧
09/12 06:37 佐久地域 濃霧
09/12 06:37 諏訪地域 濃霧
09/12 10:18 長野県 解除
09/12 16:48 上田地域 濃霧
09/12 16:48 佐久地域 濃霧
09/12 16:48 諏訪地域 濃霧
09/13 04:43 上田地域 低温
09/13 04:43 佐久地域 低温
09/13 16:33 北部 雷
09/13 16:33 上田地域 雷 低温
09/13 16:33 佐久地域 雷 低温
09/13 16:33 松本地域 雷
09/13 16:33 乗鞍上高地地域 雷
09/13 16:33 諏訪地域 雷
09/13 16:33 南部 雷
09/13 19:28 北部 雷
09/13 19:28 上田地域 雷 洪水 低温
09/13 19:28 佐久地域 雷 低温
09/13 19:28 松本地域 雷
09/13 19:28 乗鞍上高地地域 雷
09/13 19:28 諏訪地域 雷
09/13 19:28 南部 雷
09/13 22:04 北部 濃霧
09/13 22:04 上田地域 濃霧 低温
09/13 22:04 佐久地域 濃霧 低温
09/13 22:04 松本地域 濃霧
09/13 22:04 乗鞍上高地地域 濃霧
09/13 22:04 諏訪地域 濃霧
09/13 22:04 南部 濃霧
09/14 10:37 長野県 解除
09/14 16:38 長野県 濃霧
09/15 04:07 北部 大雨 濃霧
09/15 04:07 上田地域 大雨 濃霧
09/15 04:07 佐久地域 大雨 濃霧
09/15 04:07 松本地域 大雨 濃霧
09/15 04:07 乗鞍上高地地域 濃霧
09/15 04:07 諏訪地域 濃霧
09/15 04:07 南部 濃霧
09/15 09:08 長野地域 大雨 洪水 濃霧
09/15 09:08 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/15 09:08 大北地域 大雨 濃霧
09/15 09:08 上田地域 大雨 濃霧
09/15 09:08 佐久地域 大雨 濃霧
09/15 09:08 松本地域 大雨 洪水 濃霧
09/15 09:08 乗鞍上高地地域 濃霧
09/15 09:08 諏訪地域 濃霧
09/15 09:08 南部 濃霧
09/15 13:27 長野地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 中野飯山地域 濃霧
09/15 13:27 大北地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 上田地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 佐久地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 松本地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 乗鞍上高地地域 濃霧
09/15 13:27 諏訪地域 濃霧
09/15 13:27 上伊那地域 大雨 濃霧
09/15 13:27 木曽地域 濃霧
09/15 13:27 下伊那地域 濃霧
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09/15 16:34 長野地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 中野飯山地域 濃霧
09/15 16:34 大北地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 上田地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 佐久地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 松本地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 乗鞍上高地地域 濃霧
09/15 16:34 諏訪地域 濃霧
09/15 16:34 上伊那地域 大雨 濃霧
09/15 16:34 木曽地域 濃霧
09/15 16:34 下伊那地域 濃霧
09/16 04:33 長野県 濃霧
09/16 10:33 長野県 解除
09/16 20:41 長野県 濃霧
09/17 02:33 長野地域 濃霧
09/17 02:33 中野飯山地域 濃霧
09/17 02:33 大北地域 大雨 濃霧
09/17 02:33 中部 濃霧
09/17 02:33 南部 濃霧
09/17 07:18 長野地域 雷 濃霧
09/17 07:18 中野飯山地域 雷 濃霧
09/17 07:18 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/17 07:18 中部 雷 濃霧
09/17 07:18 南部 雷 濃霧
09/17 10:11 長野地域 雷 濃霧
09/17 10:11 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/17 10:11 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/17 10:11 中部 雷
09/17 10:11 南部 雷
09/17 16:31 長野地域 雷 濃霧
09/17 16:31 中野飯山地域 大雨 雷 濃霧
09/17 16:31 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/17 16:31 中部 雷
09/17 16:31 南部 雷
09/17 20:38 長野地域 濃霧
09/17 20:38 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/17 20:38 大北地域 大雨 濃霧
09/18 03:41 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/18 08:02 長野県 解除
09/19 05:15 中野飯山地域 濃霧
09/19 05:15 佐久地域 濃霧
09/19 10:19 長野県 解除
09/19 16:37 佐久地域 濃霧
09/20 07:02 長野県 解除
09/20 16:35 長野県 濃霧
09/21 10:23 長野県 解除
09/21 20:15 長野県 雷 濃霧
09/22 04:46 長野地域 雷 濃霧
09/22 04:46 中野飯山地域 雷 濃霧
09/22 04:46 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/22 04:46 中部 雷 濃霧
09/22 04:46 南部 雷 濃霧
09/22 05:32 長野地域 雷 濃霧
09/22 05:32 中野飯山地域 雷 濃霧
09/22 05:32 大北地域 大雨 雷 濃霧
09/22 05:32 中部 雷 濃霧
09/22 05:32 南部 雷 濃霧
09/22 10:17 大北地域 大雨
09/22 11:21 長野県 解除
09/23 22:03 上田地域 濃霧
09/23 22:03 佐久地域 濃霧
09/24 08:04 長野県 解除
09/25 02:23 佐久地域 濃霧
09/25 09:40 中野飯山地域 大雨
09/25 09:40 上田地域 大雨
09/25 09:40 佐久地域 濃霧
09/25 16:28 長野地域 濃霧
09/25 16:28 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/25 16:28 大北地域 濃霧
09/25 16:28 上田地域 大雨 濃霧
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09/25 16:28 佐久地域 濃霧
09/25 16:28 松本地域 濃霧
09/25 16:28 乗鞍上高地地域 濃霧
09/25 16:28 諏訪地域 濃霧
09/25 16:28 南部 濃霧
09/25 23:29 長野県 濃霧
09/26 10:20 長野県 解除
09/26 13:45 上田地域 濃霧
09/26 13:45 佐久地域 濃霧
09/26 13:45 諏訪地域 濃霧
09/26 17:37 上田地域 濃霧
09/26 17:37 佐久地域 濃霧
09/26 17:37 松本地域 雷
09/26 17:37 乗鞍上高地地域 雷
09/26 17:37 諏訪地域 濃霧
09/26 17:37 南部 雷
09/26 18:37 上田地域 大雨 濃霧
09/26 18:37 佐久地域 濃霧
09/26 18:37 松本地域 雷
09/26 18:37 乗鞍上高地地域 雷
09/26 18:37 諏訪地域 濃霧
09/26 18:37 上伊那地域 雷 洪水
09/26 18:37 木曽地域 雷
09/26 18:37 下伊那地域 雷
09/26 19:04 上田地域 大雨 濃霧
09/26 19:04 佐久地域 濃霧
09/26 19:04 松本地域 大雨 雷 洪水
09/26 19:04 乗鞍上高地地域 雷
09/26 19:04 諏訪地域 濃霧
09/26 19:04 上伊那地域 雷 洪水
09/26 19:04 木曽地域 雷
09/26 19:04 下伊那地域 雷
09/26 22:25 上田地域 大雨 濃霧
09/26 22:25 佐久地域 濃霧
09/26 22:25 諏訪地域 濃霧
09/27 01:13 上田地域 大雨 濃霧
09/27 01:13 佐久地域 大雨 濃霧
09/27 01:13 諏訪地域 大雨 濃霧
09/27 01:13 上伊那地域 大雨
09/27 02:41 中野飯山地域 大雨
09/27 02:41 上田地域 大雨 濃霧
09/27 02:41 佐久地域 大雨 濃霧
09/27 02:41 諏訪地域 大雨 濃霧
09/27 02:41 上伊那地域 大雨
09/27 04:16 中野飯山地域 大雨
09/27 04:16 上田地域 大雨 濃霧
09/27 04:16 佐久地域 大雨 濃霧
09/27 04:16 松本地域 大雨
09/27 04:16 諏訪地域 大雨 濃霧
09/27 04:16 上伊那地域 大雨
09/27 06:10 中野飯山地域 大雨
09/27 06:10 上田地域 大雨 濃霧
09/27 06:10 佐久地域 大雨 濃霧
09/27 06:10 松本地域 大雨
09/27 06:10 諏訪地域 大雨 濃霧
09/27 06:10 上伊那地域 大雨 洪水
09/27 10:54 上田地域 大雨
09/27 10:54 佐久地域 大雨 濃霧
09/27 10:54 諏訪地域 大雨
09/27 10:54 上伊那地域 大雨 洪水
09/27 13:36 佐久地域 濃霧
09/27 16:54 北部 濃霧
09/27 19:28 長野地域 濃霧
09/27 19:28 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/27 19:28 大北地域 濃霧
09/28 01:08 長野地域 濃霧
09/28 01:08 中野飯山地域 大雨 濃霧
09/28 01:08 大北地域 濃霧
09/28 01:08 佐久地域 濃霧
09/28 05:11 北部 濃霧
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09/28 05:11 佐久地域 濃霧
09/28 10:25 長野県 解除
09/29 09:46 長野県 濃霧
09/29 16:50 長野地域 濃霧
09/29 16:50 中野飯山地域 濃霧
09/29 16:50 大北地域 大雨 濃霧
09/29 16:50 上田地域 大雨 濃霧
09/29 16:50 佐久地域 大雨 濃霧
09/29 16:50 松本地域 大雨 濃霧
09/29 16:50 乗鞍上高地地域 濃霧
09/29 16:50 諏訪地域 大雨 濃霧
09/29 16:50 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
09/29 16:50 木曽地域 濃霧
09/29 16:50 下伊那地域 濃霧
09/29 18:42 長野地域 濃霧
09/29 18:42 中野飯山地域 濃霧
09/29 18:42 大北地域 大雨 濃霧
09/29 18:42 上田地域 大雨 濃霧
09/29 18:42 佐久地域 大雨 濃霧
09/29 18:42 松本地域 大雨 濃霧
09/29 18:42 乗鞍上高地地域 濃霧
09/29 18:42 諏訪地域 大雨 濃霧
09/29 18:42 上伊那地域 大雨 洪水 濃霧
09/29 18:42 木曽地域 濃霧
09/29 18:42 下伊那地域 濃霧
09/29 21:31 長野地域 大雨 濃霧
09/29 21:31 中野飯山地域 濃霧
09/29 21:31 大北地域 大雨 濃霧
09/29 21:31 中部 大雨 濃霧
09/29 21:31 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/29 21:31 木曽地域 雷 濃霧
09/29 21:31 下伊那地域 雷 濃霧
09/29 22:39 長野地域 大雨 濃霧
09/29 22:39 中野飯山地域 濃霧
09/29 22:39 大北地域 大雨 濃霧
09/29 22:39 上田地域 大雨 濃霧
09/29 22:39 佐久地域 大雨 濃霧
09/29 22:39 松本地域 大雨 洪水 濃霧
09/29 22:39 乗鞍上高地地域 大雨 濃霧
09/29 22:39 諏訪地域 大雨 洪水 濃霧
09/29 22:39 上伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
09/29 22:39 木曽地域 雷 濃霧
09/29 22:39 下伊那地域 雷 濃霧
09/30 03:21 長野地域 大雨 雷 強風 濃霧
09/30 03:21 中野飯山地域 雷 強風 濃霧
09/30 03:21 大北地域 大雨 雷 強風 濃霧
09/30 03:21 中部 大雨 雷 強風 濃霧
09/30 03:21 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水 濃霧
09/30 03:21 木曽地域 雷 強風 濃霧
09/30 03:21 下伊那地域 雷 強風 濃霧
09/30 10:29 北部 大雨 雷 強風
09/30 10:29 中部 大雨 雷 強風
09/30 10:29 上伊那地域 大雨 雷 強風 洪水
09/30 10:29 木曽地域 大雨 雷 強風
09/30 10:29 下伊那地域 大雨 雷 強風
09/30 15:55 長野県 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 19:58 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 19:58 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 19:58 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 19:58 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 19:58 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 19:58 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 19:58 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 19:58 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 19:58 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:07 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:07 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 22:07 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:07 上田地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 22:07 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
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09/30 22:07 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:07 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 22:07 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:07 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 22:54 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 上田地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 22:54 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 22:54 南部 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 23:34 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 上田地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
09/30 23:34 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
09/30 23:34 南部 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/01 00:17 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 上田地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 佐久地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 松本地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 乗鞍上高地地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/01 00:17 諏訪地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:17 南部 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:58 長野地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:58 中野飯山地域 大雨 暴風 雷 洪水
10/01 00:58 大北地域 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:58 中部 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 00:58 南部 大雨 洪水 暴風 雷
10/01 03:49 長野地域 大雨 洪水 雷 強風
10/01 03:49 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
10/01 03:49 大北地域 大雨 洪水 雷 強風
10/01 03:49 中部 大雨 洪水 雷 強風
10/01 03:49 南部 大雨 洪水 雷 強風
10/01 04:58 長野地域 大雨 洪水 雷 強風
10/01 04:58 中野飯山地域 大雨 雷 強風 洪水
10/01 04:58 大北地域 大雨 洪水 雷 強風
10/01 04:58 中部 大雨 洪水 雷 強風
10/01 04:58 南部 大雨 洪水 雷 強風
10/01 06:43 北部 大雨 洪水
10/01 06:43 上田地域 大雨 洪水
10/01 06:43 佐久地域 大雨 洪水
10/01 06:43 松本地域 大雨 洪水
10/01 06:43 乗鞍上高地地域 大雨 洪水
10/01 06:43 諏訪地域 大雨 洪水 強風
10/01 06:43 上伊那地域 大雨 洪水
10/01 06:43 木曽地域 大雨 洪水
10/01 06:43 下伊那地域 大雨 強風 洪水
10/01 09:28 長野地域 大雨 洪水
10/01 09:28 中野飯山地域 大雨 洪水
10/01 09:28 大北地域 大雨 洪水
10/01 09:28 上田地域 大雨 洪水
10/01 09:28 佐久地域 大雨 洪水
10/01 09:28 松本地域 大雨 洪水
10/01 09:28 乗鞍上高地地域 大雨
10/01 09:28 諏訪地域 大雨 強風 洪水
10/01 09:28 上伊那地域 大雨 洪水
10/01 09:28 木曽地域 大雨 洪水
10/01 09:28 下伊那地域 大雨 強風 洪水
10/01 10:51 長野地域 大雨 洪水
10/01 10:51 中野飯山地域 大雨 洪水
10/01 10:51 大北地域 大雨
10/01 10:51 上田地域 大雨
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10/01 10:51 佐久地域 大雨
10/01 10:51 松本地域 大雨
10/01 10:51 諏訪地域 大雨 強風 洪水
10/01 10:51 上伊那地域 大雨 洪水
10/01 10:51 下伊那地域 大雨 強風
10/01 16:38 長野地域 洪水
10/01 16:38 中野飯山地域 大雨 洪水
10/01 16:38 大北地域 大雨
10/01 16:38 上田地域 大雨
10/01 16:38 佐久地域 大雨
10/01 16:38 諏訪地域 大雨
10/01 17:44 長野地域 洪水
10/01 17:44 中野飯山地域 大雨 洪水
10/01 17:44 大北地域 大雨
10/01 17:44 上田地域 大雨
10/01 17:44 佐久地域 大雨
10/01 17:44 諏訪地域 大雨
10/01 19:35 中野飯山地域 大雨
10/01 19:35 大北地域 大雨
10/01 19:35 上田地域 大雨
10/01 19:35 佐久地域 大雨
10/01 19:35 諏訪地域 大雨
10/01 22:56 中野飯山地域 大雨
10/01 22:56 大北地域 大雨
10/01 22:56 上田地域 大雨
10/01 22:56 佐久地域 大雨
10/01 22:56 諏訪地域 大雨
10/02 04:35 中野飯山地域 大雨
10/02 04:35 大北地域 大雨
10/02 04:35 佐久地域 大雨
10/02 04:35 諏訪地域 大雨
10/02 10:11 長野県 解除
10/03 22:16 佐久地域 濃霧
10/04 10:52 長野県 解除
10/05 17:34 上田地域 濃霧
10/05 17:34 佐久地域 濃霧
10/05 17:34 諏訪地域 濃霧
10/06 00:52 長野県 濃霧
10/06 08:15 北部 強風
10/06 08:15 上田地域 強風
10/06 08:15 佐久地域 強風 濃霧
10/06 08:15 松本地域 強風
10/06 08:15 乗鞍上高地地域 強風
10/06 08:15 諏訪地域 強風
10/06 08:15 南部 強風
10/06 10:27 長野県 強風
10/07 04:35 長野県 解除
10/08 19:29 佐久地域 濃霧
10/09 10:21 長野県 解除
10/09 16:35 北部 濃霧
10/09 16:35 上田地域 濃霧
10/09 16:35 佐久地域 濃霧
10/10 07:05 長野県 解除
10/10 16:32 長野県 濃霧
10/11 10:19 長野県 解除
10/11 17:54 長野県 濃霧
10/12 10:46 長野県 解除
10/12 14:33 中部 霜
10/13 06:02 上田地域 霜
10/13 06:02 佐久地域 霜
10/13 06:02 松本地域 濃霧 霜
10/13 06:02 乗鞍上高地地域 霜
10/13 06:02 諏訪地域 霜
10/13 07:54 長野県 解除
10/15 14:30 中部 霜
10/15 14:30 南部 霜
10/15 21:24 北部 濃霧
10/15 21:24 中部 濃霧 霜
10/15 21:24 南部 濃霧 霜
10/16 08:09 長野県 解除
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10/18 16:45 長野県 雷
10/18 20:35 北部 濃霧
10/18 20:35 中部 濃霧
10/19 04:53 北部 雷 濃霧
10/19 04:53 中部 雷 濃霧
10/19 04:53 南部 雷
10/19 10:30 北部 雷
10/19 10:30 上田地域 雷 濃霧
10/19 10:30 佐久地域 雷 濃霧
10/19 10:30 松本地域 雷
10/19 10:30 乗鞍上高地地域 雷
10/19 10:30 諏訪地域 雷
10/19 10:30 南部 雷
10/19 20:21 北部 雷
10/19 20:21 上田地域 濃霧
10/19 20:21 佐久地域 濃霧
10/20 04:10 北部 雷
10/20 04:10 上田地域 雷 濃霧
10/20 04:10 佐久地域 雷 濃霧
10/20 04:10 松本地域 雷
10/20 04:10 乗鞍上高地地域 雷
10/20 04:10 諏訪地域 雷
10/20 04:10 南部 雷
10/20 07:02 長野県 雷
10/20 20:36 長野県 濃霧
10/21 09:08 長野県 解除
10/22 01:45 長野県 濃霧
10/22 09:09 長野県 解除
10/23 06:19 南部 濃霧
10/23 10:05 長野県 解除
10/24 07:30 長野県 濃霧
10/24 10:35 長野県 解除
10/26 01:21 長野県 濃霧
10/26 10:02 長野県 解除
10/26 20:20 長野県 雷
10/27 03:38 北部 雷
10/27 03:38 上田地域 雷
10/27 03:38 佐久地域 雷 濃霧
10/27 03:38 松本地域 雷
10/27 03:38 乗鞍上高地地域 雷
10/27 03:38 諏訪地域 雷
10/27 03:38 南部 雷
10/27 10:50 長野県 解除
10/27 16:21 長野県 濃霧
10/28 10:02 長野県 解除
10/29 04:35 長野県 濃霧
10/29 08:08 長野県 解除
10/31 03:23 佐久地域 濃霧
10/31 07:49 長野県 解除
11/01 04:49 佐久地域 濃霧
11/01 06:07 北部 濃霧
11/01 06:07 中部 濃霧
11/01 08:11 長野県 解除
11/03 04:30 長野県 濃霧
11/03 10:13 長野県 解除
11/04 04:02 長野県 濃霧
11/04 10:18 長野県 解除
11/04 21:47 長野県 濃霧
11/05 10:22 長野県 解除
11/05 22:30 長野県 濃霧 △25,26,27
11/06 04:37 北部 濃霧
11/06 04:37 中部 濃霧
11/06 04:37 南部 雷 濃霧
11/06 16:21 長野県 濃霧
11/07 08:07 長野県 解除
11/07 16:22 長野県 濃霧
11/08 10:06 長野県 解除
11/09 04:09 南部 雷
11/09 12:30 中部 濃霧
11/09 12:30 南部 雷 濃霧

資料　140



特 別 警 報 警　　報 注　意　報
注警報発表日時 　地　　域

種　　類
解 除

11/09 16:45 北部 濃霧
11/09 16:45 中部 濃霧
11/09 16:45 南部 雷 濃霧
11/09 21:04 長野県 濃霧
11/10 10:27 長野県 解除
11/10 16:33 長野県 濃霧
11/11 10:41 長野県 解除
11/12 07:06 松本地域 濃霧
11/12 10:31 長野県 解除
11/12 22:12 長野県 濃霧
11/13 10:20 長野県 解除
11/13 16:25 長野県 濃霧
11/14 10:16 長野県 解除
11/14 16:45 長野県 濃霧
11/15 08:06 長野県 解除
11/15 16:26 長野県 濃霧
11/16 10:14 長野県 解除
11/17 16:22 長野県 濃霧
11/18 10:07 長野県 解除
11/19 16:28 長野県 濃霧
11/20 09:08 長野県 解除
11/20 16:31 長野県 濃霧
11/21 10:16 長野県 解除
11/22 10:26 北部 雷
11/23 00:50 北部 雷
11/23 16:26 長野県 濃霧
11/24 10:29 長野県 解除
11/24 16:35 長野県 濃霧
11/25 10:20 長野県 解除
11/26 22:50 長野県 濃霧
11/27 10:15 長野県 解除
11/27 16:29 長野県 濃霧
11/28 11:24 長野県 解除
11/29 01:27 長野県 濃霧
11/29 10:13 長野県 解除
11/29 23:28 北部 雷
11/30 04:49 長野県 解除
11/30 16:40 北部 濃霧
12/01 10:23 長野県 解除
12/01 11:24 佐久地域 強風
12/01 16:20 長野県 濃霧
12/02 10:13 長野県 解除
12/04 04:36 長野県 雷 濃霧
12/04 10:50 長野県 雷
12/04 14:45 北部 雷
12/04 14:45 上田地域 雷
12/04 14:45 佐久地域 雷
12/04 14:45 松本地域 雷 強風
12/04 14:45 乗鞍上高地地域 雷
12/04 14:45 諏訪地域 雷
12/04 14:45 南部 雷
12/04 20:40 北部 雷 濃霧
12/04 20:40 中部 雷 濃霧
12/04 20:40 上伊那地域 雷 濃霧
12/04 20:40 木曽地域 雷 濃霧
12/04 20:40 下伊那地域 大雨 雷 洪水 濃霧
12/04 22:42 長野県 濃霧
12/05 10:30 北部 濃霧
12/05 16:37 北部 濃霧
12/05 16:37 中部 濃霧
12/06 10:31 佐久地域 濃霧
12/06 16:32 長野県 濃霧
12/07 11:32 長野県 解除
12/08 16:21 中野飯山地域 大雪 着雪
12/09 14:50 中野飯山地域 大雪 着雪
12/09 16:52 中野飯山地域 大雪 着雪
12/09 16:52 中部 濃霧
12/09 16:52 南部 濃霧
12/09 20:24 中野飯山地域 大雪 着雪
12/09 20:24 中部 濃霧
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12/09 20:24 南部 濃霧
12/10 01:21 長野県 濃霧
12/10 07:54 長野県 解除
12/11 18:25 北部 着雪
12/11 18:25 上田地域 大雪 着雪
12/11 18:25 佐久地域 大雪 着雪
12/11 18:25 松本地域 大雪 着雪
12/11 18:25 乗鞍上高地地域 着雪
12/11 18:25 諏訪地域 大雪 着雪
12/12 04:43 長野県 濃霧
12/12 10:34 北部 濃霧
12/12 10:34 上田地域 濃霧
12/12 10:34 佐久地域 濃霧
12/12 10:34 松本地域 濃霧
12/12 10:34 乗鞍上高地地域 濃霧
12/12 10:34 諏訪地域 強風 濃霧
12/12 10:34 南部 濃霧
12/12 15:07 諏訪地域 強風
12/12 22:02 長野県 解除
12/13 16:28 北部 雷
12/14 03:32 長野地域 雷
12/14 03:32 中野飯山地域 雷
12/14 03:32 大北地域 大雪 雷 着雪
12/14 04:36 長野地域 雷
12/14 04:36 中野飯山地域 大雪 雷 着雪
12/14 04:36 大北地域 大雪 雷 着雪
12/14 05:22 北部 大雪 雷 着雪
12/14 08:06 北部 大雪 着雪
12/14 10:55 北部 大雪 着雪
12/14 16:56 北部 大雪 着雪
12/15 05:54 長野地域 大雪 着雪
12/15 05:54 中野飯山地域 大雪 着雪
12/15 09:59 長野地域 大雪 着雪
12/15 09:59 中野飯山地域 大雪 着雪
12/15 14:11 長野県 解除
12/15 16:37 長野県 濃霧
12/16 10:15 長野県 解除
12/16 12:29 松本地域 強風
12/16 16:31 上田地域 大雪 着雪
12/16 16:31 佐久地域 大雪 着雪
12/16 16:31 松本地域 大雪 着雪
12/16 16:31 乗鞍上高地地域 着雪
12/16 16:31 諏訪地域 大雪 着雪
12/16 16:31 南部 大雪 着雪
12/17 06:21 佐久地域 大雪 着雪
12/17 06:21 諏訪地域 大雪 着雪
12/17 06:21 上伊那地域 大雪 着雪
12/17 06:21 下伊那地域 大雪 着雪
12/17 07:37 長野県 解除
12/17 10:51 北部 雷
12/17 16:39 長野地域 雷
12/17 16:39 中野飯山地域 雷
12/17 16:39 大北地域 大雪 雷 着雪
12/18 07:28 北部 雷
12/18 22:05 北部 雷
12/18 22:05 松本地域 雷
12/18 22:05 乗鞍上高地地域 雷
12/18 22:05 木曽地域 雷
12/19 04:41 北部 雷
12/19 17:08 北部 雷 着雪
12/20 04:31 佐久地域 濃霧
12/20 06:38 佐久地域 濃霧
12/20 06:38 松本地域 濃霧
12/20 10:26 長野県 解除
12/20 22:21 長野県 濃霧
12/21 10:26 長野県 解除
12/21 21:55 北部 濃霧
12/21 21:55 上田地域 濃霧
12/21 21:55 佐久地域 濃霧
12/21 21:55 松本地域 濃霧
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12/22 09:29 長野県 解除
12/22 16:34 長野県 濃霧
12/23 11:57 中部 濃霧
12/23 11:57 南部 濃霧
12/23 17:05 北部 大雪 雷 濃霧 着雪
12/23 17:05 中部 濃霧
12/23 17:05 南部 濃霧
12/24 04:47 北部 大雪 濃霧 着雪
12/24 04:47 中部 濃霧
12/24 04:47 南部 濃霧
12/24 07:58 北部 大雪 着雪
12/24 10:57 長野県 解除
12/25 03:40 長野県 濃霧
12/25 10:28 長野県 解除
12/25 16:40 長野県 濃霧 △29
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