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利根川中流部(PDF形式150KB)
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利根川下流部(PDF形式144KB)

利根川下流部(PDF形式142KB)

利根川水系桜川(PDF形式149KB)
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再読込

指定河川洪水予報：関東甲信

河川名 標題 発表時刻

氾濫発生情報
令和元年10月13日05時
20分

氾濫危険情報
令和元年10月13日03時
45分

氾濫危険情報
令和元年10月13日03時
05分

氾濫危険情報
令和元年10月12日23時
10分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日22時
10分

     

氾濫発生情報
令和元年10月13日00時
20分

氾濫危険情報
令和元年10月12日20時
55分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日19時
50分

     

氾濫発生情報
令和元年10月13日04時
25分

氾濫注意情報 令和元年10月12日20時
40分

     

氾濫注意情報解除 令和元年10月14日17時
50分

氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月13日15時
20分

氾濫警戒情報
令和元年10月13日10時
50分

氾濫危険情報
令和元年10月13日05時
10分

氾濫危険情報
令和元年10月13日00時
50分

     

氾濫注意情報解除 令和元年10月14日14時
30分

氾濫注意情報 令和元年10月14日12時
00分

氾濫注意情報 令和元年10月14日10時
40分

氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月13日21時
20分

氾濫警戒情報
令和元年10月13日18時
10分

     
氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月14日03時
40分

氾濫警戒情報
令和元年10月14日02時
00分

氾濫危険情報
令和元年10月13日18時
40分

氾濫警戒情報
令和元年10月13日17時
10分

氾濫注意情報 令和元年10月13日13時
10分

     

氾濫注意情報解除 令和元年10月14日11時
20分

氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月14日10時
20分

氾濫警戒情報
令和元年10月14日03時
30分

氾濫危険情報
令和元年10月12日23時
30分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日19時
40分

     

氾濫注意情報解除 令和元年10月14日13時
40分

氾濫注意情報 令和元年10月14日06時
20分

https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012202000_MET_INF_Jkouzui_RR8303010001_RK00_T50_NJ005n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012184500_MET_INF_Jkouzui_RR8303010001_RK00_T50_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012180500_MET_INF_Jkouzui_RR8303010001_RK00_T50_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012141000_MET_INF_Jkouzui_RR8303010001_RK00_T50_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012131000_MET_INF_Jkouzui_RR8303010001_RK00_T50_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012152000_MET_INF_Jkouzui_RR8303020094_RK00_T72_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012115500_MET_INF_Jkouzui_RR8303020094_RK00_T72_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012105000_MET_INF_Jkouzui_RR8303020094_RK00_T72_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012192500_MET_INF_Jkouzui_RR8303020147_RK00_T74_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012114000_MET_INF_Jkouzui_RR8303020147_RK00_T74_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191014085000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK01_T50_NJ009n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013062000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK01_T50_NJ008n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013015000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK01_T50_NJ007n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191012201000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK01_T50_NJ006n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191012155000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK01_T50_NJ005n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191014053000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK03_T52_NJ008n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191014030000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK03_T52_NJ007n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191014014000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK03_T52_NJ006n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013122000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK03_T52_NJ005n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013091000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK03_T52_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013184000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK02_T51_NJ005n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013170000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK02_T51_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013094000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK02_T51_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013081000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK02_T51_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013041000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030001_RK02_T51_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191014022000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030046_RK00_T70_NJ006n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191014012000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030046_RK00_T70_NJ005n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191013183000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030046_RK00_T70_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012143000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030046_RK00_T70_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191012104000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030046_RK00_T70_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191014044000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030152_RK00_T53_NJ013n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191013212000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030152_RK00_T53_NJ012n00_image.pdf
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小貝川(PDF形式166KB)

小貝川(PDF形式168KB)

小貝川(PDF形式169KB)

渡良瀬川下流部(PDF形式144KB)

渡良瀬川下流部(PDF形式146KB)

渡良瀬川下流部(PDF形式146KB)

渡良瀬川下流部(PDF形式148KB)

渡良瀬川下流部(PDF形式152KB)

思川(PDF形式144KB)
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黒川(PDF形式141KB)

黒川(PDF形式138KB)

黒川(PDF形式135KB)

永野川(PDF形式140KB)

永野川(PDF形式137KB)

永野川(PDF形式135KB)

永野川(PDF形式132KB)

秋山川(PDF形式141KB)

秋山川(PDF形式138KB)

秋山川(PDF形式136KB)

秋山川(PDF形式133KB)

入間川流域(PDF形式167KB)

入間川流域(PDF形式167KB)

入間川流域(PDF形式168KB)

入間川流域(PDF形式170KB)

入間川流域(PDF形式170KB)

千曲川(PDF形式167KB)

千曲川(PDF形式166KB)

千曲川(PDF形式167KB)

千曲川(PDF形式167KB)

千曲川(PDF形式170KB)

氾濫注意情報 令和元年10月13日22時
20分

氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月13日19時
00分

氾濫警戒情報
令和元年10月13日14時
10分

     

氾濫注意情報解除 令和元年10月14日22時
20分

氾濫注意情報 令和元年10月14日06時
50分

氾濫注意情報 令和元年10月14日03時
10分

氾濫注意情報（警戒情報解
除）

令和元年10月13日13時
40分

氾濫警戒情報
令和元年10月13日07時
50分

     

氾濫危険情報
令和元年10月12日23時
00分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日20時
30分

     

氾濫危険情報
令和元年10月12日23時
35分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日22時
05分

氾濫注意情報 令和元年10月12日18時
00分

     

氾濫発生情報
令和元年10月13日02時
00分

氾濫危険情報
令和元年10月12日20時
05分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日19時
10分

氾濫注意情報 令和元年10月12日17時
50分

     

氾濫発生情報
令和元年10月12日21時
45分

氾濫危険情報
令和元年10月12日18時
50分

氾濫警戒情報
令和元年10月12日17時
30分

氾濫注意情報 令和元年10月12日16時
30分

     

氾濫発生情報
令和元年10月13日21時
40分

氾濫発生情報
令和元年10月13日09時
00分

氾濫発生情報
令和元年10月13日04時
50分

氾濫発生情報
令和元年10月13日04時
20分

氾濫発生情報
令和元年10月13日02時
30分

     

氾濫発生情報
令和元年10月13日03時
25分

氾濫発生情報
令和元年10月13日02時
58分

氾濫発生情報
令和元年10月13日02時
03分

氾濫発生情報
令和元年10月13日01時
15分

氾濫発生情報
令和元年10月12日23時
55分

https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191013132000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030152_RK00_T53_NJ011n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191013100000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030152_RK00_T53_NJ010n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTD_20191013051000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030152_RK00_T53_NJ009n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191014132000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030461_RK02_T54_NJ010n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013215000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030461_RK02_T54_NJ009n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013181000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030461_RK02_T54_NJ008n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191013044000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030461_RK02_T54_NJ007n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTK_20191012225000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030461_RK02_T54_NJ006n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012140000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030480_RK00_T79_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012113000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030480_RK00_T79_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012143500_MET_INF_Jkouzui_RR8303030494_RK00_T81_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012130500_MET_INF_Jkouzui_RR8303030494_RK00_T81_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012090000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030494_RK00_T81_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012170000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030517_RK00_T82_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012110500_MET_INF_Jkouzui_RR8303030517_RK00_T82_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012101000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030517_RK00_T82_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012085000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030517_RK00_T82_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012124500_MET_INF_Jkouzui_RR8303030530_RK00_T83_NJ004n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012095000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030530_RK00_T83_NJ003n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012083000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030530_RK00_T83_NJ002n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTA_20191012073000_MET_INF_Jkouzui_RR8303030530_RK00_T83_NJ001n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTC_20191013124000_MET_INF_Jkouzui_RR8303040064_RK00_T52_NJ015n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTC_20191013000000_MET_INF_Jkouzui_RR8303040064_RK00_T52_NJ014n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTC_20191012195000_MET_INF_Jkouzui_RR8303040064_RK00_T52_NJ013n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTC_20191012192000_MET_INF_Jkouzui_RR8303040064_RK00_T52_NJ012n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTC_20191012173000_MET_INF_Jkouzui_RR8303040064_RK00_T52_NJ011n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTG_20191012182500_MET_INF_Jkouzui_RR8404030001_RK00_T50_NJ015n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTG_20191012175800_MET_INF_Jkouzui_RR8404030001_RK00_T50_NJ014n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTG_20191012170300_MET_INF_Jkouzui_RR8404030001_RK00_T50_NJ013n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTG_20191012161500_MET_INF_Jkouzui_RR8404030001_RK00_T50_NJ012n00_image.pdf
https://www.jma.go.jp/jp/flood/pdf/Z__J_JPTG_20191012145500_MET_INF_Jkouzui_RR8404030001_RK00_T50_NJ011n00_image.pdf

