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雨前線が東西に長く延びて、沖縄や奄美

雨雲がかかった。
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全国的にみると、平年並みだったが、日本海側で平年よりやや低い傾向。一方、太平洋側は関東を中心に、平年より高くなり、東京で

発達した低気圧の影響を受けた影響で、北日本は平年の 2倍以上

沖縄は梅雨前線の影響で雨量が多く、平年を上回る降水量だった。

所が多く、関東～東海の沿岸部を中心に多かった。
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く、関東～東海の沿岸部を中心に多かった。
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509）  旭川 23.5

421）  釧路 64.0

220）  秋田 53.0

44）  前橋 32.5

25）  長野 30.0

106）  金沢 48.5

  2）  大阪  

  8）  広島  

  2）  福岡  

  4）  宮崎  

12）  那覇 140.5

 ②          
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沖縄は梅雨前線の影響で雨量が多く、平年を上回る降水量だった。

く、関東～東海の沿岸部を中心に多かった。
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