
2008年 1月1日～2月29日

全国２位 全国３位 全国４位 全国５位 全国６位 全国７位 全国８位 全国９位 全国１０位

観測所 観測値 ℃ 観測所 観測所 観測所 観測所 観測所 観測所 観測所 観測所 観測所

2/29 長野県 菅平 -21.3 岐阜県 六厩 中頓別町 大樹町 むかわ町 穂別 長野県 野辺山 稚内市 沼川 長野県 開田高原 弟子屈町 川湯 枝幸町 歌登

2/28 枝幸町 歌登 -26.3 下川町 美深町 旭川市 江丹別 中頓別町 西興部村 滝上町 音威子府村 幌加内町 朱鞠内 名寄市

2/27 小平町 達布 -20.4 幌加内町 朱鞠内 留萌市 幌糠 遠別町 中川町 豊富町 幌加内町 深川市 旭川市 江丹別 手塩町

2/26 芽室町 -20.0 幕別町 糠内 帯広市 泉 池田町 音更町 駒場 更別村 中札内村 上札内 福島県 桧原 富良野市 麓郷 北見市 留辺蘂

2/25 下川町 -33.3 枝幸町 歌登 占冠村 幌加内町 朱鞠内 旭川市 江丹別 幌加内町 滝上町 留萌市 幌糠 美深町 南富良野町 幾寅

2/24 遠軽町 白滝 -16.4 釧路市 阿寒湖畔 西興部村 上川町 滝上町 幌加内町 朱鞠内 遠軽町 生田原 北見市 留辺蘂 下川町 士別市 朝日

2/23 北見市 留辺蘂 -12.4 福島県 桧原 幕別町 糠内 置戸町 境野 佐呂間町 遠軽町 生田原 弟子屈町 川湯 大空町 女満別 斜里町 美幌町

2/22 占冠村 -22.4 福島県 桧原 釧路市 阿寒湖畔 南富良野町 幾寅 岩手県 藪川 富良野市 麓郷 喜茂別町 弟子屈町 川湯 大樹町 陸 別 町

2/21 弟子屈町 川湯 -14.0 枝幸町 歌登 釧路市 阿寒湖畔 中標津町 根室中標津 斜里町 中頓別町 北見市 常呂 中標津町 鳥取県 茶屋 岐阜県 六厩

2/20 長野県 菅平 -21.5 喜茂別町 芽室町 長野県 野辺山 幕別町 糠内 弟子屈町 川湯 大樹町 陸 別 町 釧路市 阿寒湖畔 上士幌町 糠平

2/19 占冠村 -27.1 喜茂別町 南富良野町 幾寅 岩手県 藪川 長野県 野辺山 下川町 佐呂間町 遠軽町 生田原 芽室町 むかわ町 穂別

2/18 旭川市 江丹別 -21.2 幌加内町 長野県 野辺山 岩手県 藪川 大樹町 上士幌町 糠平 本別町 長野県 開田高原 長野県 奈川 長野県 原村

2/17 岩手県 藪川 -23.4 千歳市 山梨県 山中 岩手県 好摩 青森県 碇ヶ関 大樹町 厚真町 岩手県 区界 長野県 野辺山 中札内村 上札内

2/16 長野県 野辺山 -19.0 岩手県 藪川 大樹町 長野県 開田高原 中札内村 上札内 山梨県 山中 厚沢部町 鶉 喜茂別町 陸 別 町 函館市 高松

2/15 長野県 野辺山 -18.9 大樹町 陸 別 町 中札内村 上札内 長野県 開田高原 山梨県 山中 足寄町 長野県 原村 長野県 立科 千歳市

2/14 長野県 野辺山 -22.0 厚真町 山梨県 山中 弟子屈町 川湯 新冠町 新和 長野県 軽井沢 岐阜県 六厩 津別町 千歳市 弟子屈町

2/13 富良野市 -26.3 占冠村 富良野市 麓郷 南富良野町 幾寅 美瑛町 中頓別町 上富良野町 大樹町 中札内村 上札内 上士幌町 糠平

2/12 帯広市 泉 -9.7 津別町 北見市 留辺蘂 大樹町 滝上町 遠軽町 生田原 遠軽町 白滝 更別村 大空町 女満別 幕別町 糠内

2/11 旭川市 江丹別 -23.8 幌加内町 弟子屈町 川湯 枝幸町 歌登 音威子府村 下川町 幌加内町 朱鞠内 釧路市 阿寒湖畔 西興部村 佐呂間町

2/10 旭川市 江丹別 -25.8 占冠村 下川町 富良野市 喜茂別町 留萌市 幌糠 幌加内町 朱鞠内 美瑛町 南富良野町 幾寅 沼田町

2/9 枝幸町 歌登 -23.7 陸 別 町 音威子府村 釧路市 阿寒湖畔 幕別町 糠内 岩手県 藪川 弟子屈町 川湯 長野県 菅平 芽室町 中頓別町

2/8 幌加内町 朱鞠内 -31.0 旭川市 江丹別 幌加内町 下川町 枝幸町 歌登 音威子府村 美深町 中頓別町 留萌市 幌糠 和寒町

2/7 枝幸町 歌登 -25.8 中頓別町 芽室町 南富良野町 幾寅 占冠村 幕別町 糠内 音威子府村 稚内市 沼川 釧路市 阿寒湖畔 音更町 駒場

2/6 喜茂別町 -26.3 枝幸町 歌登 旭川市 江丹別 下川町 幌加内町 朱鞠内 占冠村 幕別町 糠内 幌加内町 音威子府村 美深町

2/5 枝幸町 歌登 -28.4 旭川市 江丹別 下川町 幌加内町 朱鞠内 美深町 弟子屈町 川湯 幌加内町 西興部村 名寄市 斜里町

2/4 幌加内町 朱鞠内 -31.9 旭川市 江丹別 中頓別町 留萌市 幌糠 美深町 幌加内町 下川町 士別市 音威子府村 中川町

2/3 幕別町 糠内 -24.0 陸 別 町 釧路市 阿寒湖畔 大樹町 弟子屈町 川湯 帯広市 泉 中頓別町 音更町 駒場 芽室町 別海町

2/2 釧路市 阿寒湖畔 -26.3 幕別町 糠内 中頓別町 陸 別 町 大樹町 芽室町 帯広市 泉 弟子屈町 川湯 池田町 枝幸町 歌登

2/1 枝幸町 歌登 -33.9 幌加内町 朱鞠内 音威子府村 旭川市 江丹別 美深町 下川町 中頓別町 和寒町 西興部村 幌加内町

1/31 音威子府村 -24.4 下川町 中頓別町 稚内市 沼川 大樹町 幌加内町 朱鞠内 幕別町 糠内 中川町 士別市 美深町

1/30 稚内市 沼川 -21.4 占冠村 喜茂別町 幕別町 糠内 豊富町 芽室町 大樹町 富良野市 南富良野町 幾寅 音更町 駒場

1/29 幕別町 糠内 -20.8 弟子屈町 川湯 大樹町 陸 別 町 池田町 帯広市 泉 美幌町 芽室町 本別町 音更町 駒場

2008.3.1確定 北海道陸別町しばれ技術開発研究所 監修

日 本 一
日付

今日の１０傑 （アメダス全国観測地ランキング：日最低気温） ※北海道内の観測所は、都道府県表記を省略しています。
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1/28 岐阜県 六厩 -22.4 大樹町 長野県 野辺山 幕別町 糠内 長野県 開田高原 岐阜県 宮之前 釧路市 阿寒湖畔 長野県 奈川 標茶町 帯広市 泉

1/27 釧路市 阿寒湖畔 -27.5 幕別町 糠内 大樹町 弟子屈町 川湯 芽室町 標茶町 枝幸町 歌登 帯広市 泉 池田町 陸 別 町

1/26 旭川市 江丹別 -32.7 幌加内町 朱鞠内 下川町 幌加内町 音威子府村 美深町 中頓別町 中川町 占冠村 枝幸町 歌登

1/25 小平町 達布 -21.5 留萌市 幌糠 幌加内町 朱鞠内 大樹町 中札内村 上札内 長野県 原村 池田町 上川町 長野県 松本今井 深川市

1/24 旭川市 江丹別 -27.1 幌加内町 朱鞠内 幌加内町 下川町 美深町 士別市 枝幸町 歌登 中頓別町 留萌市 幌糠 音威子府村

1/23 上士幌町 糠平 -21.6 釧路市 阿寒湖畔 陸 別 町 芽室町 幕別町 糠内 弟子屈町 川湯 帯広市 泉 美幌町 本別町 足寄町

1/22 上士幌町 糠平 -25.4 釧路市 阿寒湖畔 陸 別 町 音更町 駒場 幕別町 糠内 弟子屈町 川湯 芽室町 占冠村 帯広市 泉 池田町

1/21 枝幸町 歌登 -23.9 幕別町 糠内 大樹町 本別町 陸 別 町 釧路市 中徹別 中頓別町 中札内村 上札内 足寄町 帯広市 泉

1/20 幕別町 糠内 -25.2 音更町 駒場 大樹町 陸 別 町 帯広市 泉 足寄町 芽室町 釧路市 阿寒湖畔 本別町 弟子屈町 川湯

1/19 旭川市 江丹別 -34.6 幌加内町 幌加内町 朱鞠内 枝幸町 歌登 下川町 士別市 美深町 和寒町 占冠村 美瑛町

1/18 音威子府村 -31.5 中頓別町 中川町 美深町 枝幸町 歌登 芽室町 音更町 駒場 幕別町 糠内 下川町 旭川市 江丹別

1/17 旭川市 江丹別 -33.3 幌加内町 朱鞠内 幌加内町 留萌市 幌糠 下川町 士別市 占冠村 枝幸町 歌登 和寒町 音威子府村

1/16 幕別町 糠内 -24.7 陸 別 町 大樹町 弟子屈町 川湯 置戸町 境野 帯広市 泉 北見市 留辺蘂 中札内村 上札内 占冠村 標茶町

1/15 芽室町 -22.1 幕別町 糠内 本別町 帯広市 泉 足寄町 陸 別 町 上士幌町 糠平 大樹町 占冠村 音更町 駒場

1/14 岩手県 藪川 -22.8 本別町 大樹町 旭川市 江丹別 足寄町 和寒町 中札内村 上札内 士別市 むかわ町 穂別 深川市

1/13 大樹町 -27.1 幕別町 糠内 陸 別 町 弟子屈町 川湯 釧路市 阿寒湖畔 足寄町 弟子屈町 置戸町 境野 標茶町 釧路市 中徹別

1/12 大樹町 -24.6 弟子屈町 川湯 陸 別 町 釧路市 阿寒湖畔 津別町 足寄町 釧路市 中徹別 置戸町 境野 標茶町 本別町

1/11 弟子屈町 川湯 -21.9 幕別町 糠内 大樹町 置戸町 境野 陸 別 町 北見市 留別蘂 帯広市 泉 標茶町 釧路市 中徹別 津別町

1/10 大樹町 -24.7 弟子屈町 川湯 占冠村 幕別町 糠内 更別村 釧路市 中徹別 厚真町 むかわ町 穂別 新冠町 親和 弟子屈町

1/9 大樹町 -23.4 陸 別 町 弟子屈町 川湯 幕別町 糠内 釧路市 阿寒湖畔 斜里町 釧路市 中徹別 占冠村 岩手県 藪川 足寄町

1/8 幕別町 糠内 -20.8 大樹町 帯広市 泉 陸 別 町 喜茂別町 占冠村 弟子屈町 川湯 美幌町 津別町 中札内村 上札内

1/7 幕別町 糠内 -20.4 本別町 枝幸町 歌登 大樹町 陸 別 町 池田町 足寄町 芽室町 中頓別町 音更町 駒場

1/6 占冠村 -24.1 幕別町 糠内 芽室町 音更町 駒場 帯広市 泉 本別町 陸 別 町 釧路市 阿寒湖畔 弟子屈町 川湯 南富良野町 幾寅

1/5 大樹町 -23.0 陸 別 町 幕別町 糠内 帯広市 泉 釧路市 中徹別 足寄町 釧路市 阿寒湖畔 池田町 岩手県 藪川 本別町

1/4 陸 別 町 -17.3 幕別町 糠内 大樹町 足寄町 釧路市 阿寒湖畔 釧路市 中徹別 上士幌町 糠平 帯広市 泉 本別町 弟子屈町 川湯

1/3 芽室町 -20.5 幕別町 糠内 音更町 駒場 陸 別 町 本別町 帯広市 泉 上士幌町 糠平 釧路市 阿寒湖畔 佐呂間町 足寄町

1/2 幕別町 糠内 -20.6 占冠村 池田町 本別町 長野県 菅平 音更町 駒場 帯広市 泉 上士幌町 糠平 芽室町 足寄町

1/1 中頓別町 -18.4 枝幸町 歌登 幕別町 糠内 大樹町 士別市 稚内市 沼川 弟子屈町 川湯 帯広市 泉 遠軽町 生田原 音更町 駒場


