
羊蹄山避難小屋定時交信情報

月 火 水 木 金 土 日
1 2

天気： 霧 霧
最低気温： +8℃ +10℃
気温： +11℃ +12℃
風： 南西4.2メートル 北5.4メートル

前日宿泊者数： 18名 19名
天気： くもり 晴れ
最高気温： +20℃ +14℃
現在気温： +16℃ +14℃
風： 西5.1ｍ 西6.3ｍ

登山者数： 50名 40名

3 4 5 6 7 8 9
天気： くもり きりさめ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 霧
最低気温： +8℃ +10℃ +9℃ +14℃ +9℃ +10℃ +9℃
気温： +13℃ +13℃ +13℃ +17℃ +18℃ +15℃ +15℃
風： 西1.4メートル 南1.5メートル 北西1メートル 北4メートル 北5メートル 北1.5メートル 北2メートル

前日宿泊者数： 2名 0名 6名 17名 19名 16名 24名
天気： 雨 霧 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
最高気温： +18℃ +18℃ +18℃ +21℃ +21℃ +22℃ +22℃
現在気温： +14℃ +15℃ +16℃ +18℃ +19℃ +22℃ +22℃
風： 南0.5ｍ 南0.5ｍ 北3.5ｍ 北3ｍ 北西2.5ｍ 北0.5ｍ 西0.5ｍ

登山者数： 20名 40名 50名 50名 150名 100名 60名

10 11 12 13 14 15 16
天気： 晴れ 霧 晴れ 晴れ 晴れ 雨 雨
最低気温： +14℃ +14℃ 最高気温：+17℃ +10℃ 11℃ +13℃ +13℃
気温： +19℃ +14℃ 現在+17℃ +14℃ 17℃ +15℃ +15℃
風： 南西2メートル 南8.2メートル 西6.1ｍ/ｓ 南2.7m/s 南西2.6m/s 南7.2m/s 南7.2m/s

前日宿泊者数： 4名 3名 登山者数：20名 5名 4名 4名 4名
天気： 霧 霧雨 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
最高気温： +20℃ +14℃ +17℃ +24℃ +22℃ +17℃ +17℃
現在気温： +14℃ +14℃ +17℃ +22℃ +22℃ +15℃ +15℃
風： 南5.2ｍ 南7.3ｍ/ｓ 西6.1ｍ/ｓ 南西2.1ｍ/ｓ 南西4.3ｍ/ｓ 北西3.4ｍ/ｓ 北西3.4ｍ/ｓ

登山者数： 60名 10名 20名 30名 40名 40名 40名

17 18 19 20 21 22 23
天気： 霧 晴れ 晴れ 霧 霧 晴れ 晴れ
最低気温： +9℃ +9℃ +5℃ +9℃ +11℃ +14℃ +9℃
気温： +17℃ +14℃ +17℃ +14℃ +15℃ +19℃ +17℃
風： 南1.2m/s 北1.5m/s 南2.5m/s 南1m/s 南7m/s 南0.5m/s 南1.5m/s

前日宿泊者数： 16名 3名 13名 6名 9名 1名 8名
天気： 曇り 霧雨 霧 霧 霧 くもり 晴れ
最高気温： +18℃ +17℃ +21℃ +17℃ +14℃ +23℃ +24℃
現在気温： +13℃ +13℃ +16℃ +13℃ +14℃ +21℃ +24℃
風： 北1ｍ/ｓ 北0.5ｍ/ｓ 南1.5ｍ/ｓ 南東2.5ｍ/ｓ 南9ｍ/ｓ 南1.5ｍ/ｓ 北1ｍ/ｓ

登山者数： 40名 30名 40名 25名 20名 40名 60名

24 25 26 27 28 29 30
天気： 晴れ 霧 晴れ 曇り 小雨 晴れ 晴れ
最低気温： +9℃ +8℃ +5℃ +5℃ +9℃ +7℃ +6℃
気温： +15℃ +10℃6 +8℃ +11℃ +13℃ +12℃ +17℃
風： 北1m/s 北西5.4m/s 北西6.8m/s 南東7.3m/s 南東1.2m/s 南西1.2m/s 南西2.1m/s

前日宿泊者数： 8名 4名 2名 7名 7名 6名 24名
天気： 晴れ 霧 晴れ 曇り 霧 晴れ 曇り
最高気温： +20℃ +16℃ +16℃ +20℃ +14℃ +20℃ +23℃
現在気温： +19℃ +13℃ +13℃ +14℃ +12℃ +19℃ +16℃
風： 南西1.2ｍ/ｓ 北西5.8ｍ/ｓ 西4.2ｍ/ｓ 南5.4ｍ/ｓ 南東2.0ｍ/ｓ 南0.8ｍ/ｓ 南4.3ｍ/ｓ

登山者数： 20名 10名 20名 30名 30名 50名 50名

31
天気： 雨
最低気温： +9℃
気温： +12℃
風： 南東6.2m/s

前日宿泊者数： 4名
天気： 雨
最高気温： +14℃
現在気温： +13℃
風： 南1.0m/s

登山者数： 20名
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