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 毒津豊測1之荻亙ヅ定点.

斗月

 L一

 ・＼
8＼
＼9

!指1

/
!

 五八之一・一

;/6・  κ'〆〃ρ〃〃1揃

 '一、.。!
 ・・却＼へ払/

 5.6.ワ、げ、10.

 〔.12.グ3.3一着冒

 4ぺ州・

 坤.{ハ

姓



 、1二一.  ポリ施行

 苛絹瀞」斐  .裏の1

 
 
一

  一「=,1一
  ・・…^・1・・・・…^・牛'・I・・…さ

  コ.'.・ぐ1.ハ

  …{～3～1一戸ジ
  ……血''㎜血}

  ll11ペヅ・'
  一デビ1二.・''.。・一

  ピ

  1帖こ.、、=〃.。二二ニj.土1二

 
 
…

  o5・∴'ノニ1、“ノー一
  =1山…出帆'■一'■'…….一一一一一?…舳一'一

  一{・・・…

  ^1'一'1'ノー'、
  十・。・・…一

  業∴∴1二二込二二ニ
  一一^1^I,山一''1一一出I』一I一一一'

  ._=一、.血..ミ.....…

  {'.・一1一。I・

  1一一
  1'・

  1/4い一・一……一・・{…・……・一
  1」
  1.

  .心
  j一・…一一・・一…・・一争一…・・
  '9

  …}一.一...,,.}.。山...^,'」....由}.u...^山

 
 
=

 
 
=

  1コ/

  ≡〕21

  〕“〕三^

  1以圭^^^一一一'・一。・・一・一'……べ…一一・一'出血・・_
  1・ゴ

  1ユ5
  」。。。一・。一。一'。。_一。一一1..,一…・。』L■。。・''一川..

{
{



 義詳観測点蔦のユ

 トト{Tll㍍木,五二正、∴、∵二、三!
1〃㎝1

 ∠倣2泌・;坐8込る三～.llz/2≡
。〃〃1〃。。1〃31/
 3シク1バ〃m=〃mlノ

 粒維羊鵜茅㍗1ザ
 ・1/1・・〃1州`
 Tに蒜;亨生・1岬か;・匁11

 ・1石荻1す1二～巫二1多タ1㌻・ツ

 海、コニ療丁π;オ㌻一…
 ;二㌻11新7汀†一

11
 1一一rl

≡111111"l
 1…xTT0一デ㌻川…㌻一γ㌻I一…r

i!

 1…1ニサ'了∵…㌻…ザー…1'…1…一一㌻1
 山一'一r↑一一一■……

 ニナ†㌻丁下1二一r舳=

 昔・・・・…一{一・…

 .、し..山1.、.



 与月〃日～夕月ノ29 一施行

幸



坦 壷洋頚刻
 紅一一・・

  し'一

  ρ

  /31・〃ノ州1ゆ9`ノm〃9
  ㍗

  ノ4ノ〃4・〃9/州〃史タ
 

 
ノ

 
 
/

 
 
ノ

 封の2

遍 醒荷



6胃  9冒一6打/コ月 施行

 1∫七≡再

刊沫観測'一貫'

 ㌧㌣牡云
 汽㍍㌣そ
 に㍍、、。〃
 1山/～洲1

 重カノ

          孟。一一一^^'?一一'一一山I一…一一.一川'■…^…一'一…一曲I帖血…^…….…一'一^`一山'山一一.'一山;1七…揖11ト土一置一火1九蟻須緯色≡一㌻㍊ノ^機一五正‡舳、苓手書、烹宋≡扇岡罫…1殖妻享霞気量1寝1リ電           老

          一一■……^

          b⊇血山1-11旦一!
          …、一、■'一          〃t0続。
          .・6ク          1…こ1、〃一舳;←、㍍・。o'・…ミー          μ0'36}Q'ゆリ`∠/6bc4一・・小、41・13

          {1,8〃v!9〃ψ'00.」体約上4、,。、にパ'6ぬ1113.⊇い          161〃一⊇ψω・3戸/4士4           汀^職1リ31⊇1ユ          ノ;叫7て。コ

          〃午ξ三…㌣…三テ□ξ
          94

          …■,・          'ノo㍗烹与十づ
          !9巧一ノ0・〆・1}1-311.
          、・8

          ノ8
          ^川一■■

          ■舳■

          一

          /oユ2判∫1ユ1/1ノ

          '!'・⊇⊇か1!111ユ
          1・'1ユ

          ^

          '⊇

          篠ア/戸/_7つτ;!1帖血一…}一[一“……舳…}舳          981ゲ}一・9ノ≡ノ
          ・…「

          1・)ゴ1J竹㌣…ぐ⊇ボニ'グノ・ソ似)!F-r一一一一一一→〆ニピゴ匁一二μf,..へ1・'!}.1二'ぐ.μ・プ〃㌔・J三ユ'」1.!一          4、・9boク≡必〃211.21
          』・=■り9`          、ご。ユ、才・/し㌻†、列川111・≡          ノ6つ          且….0・■」.0',、^^.一………"伽.}^`山…….、O、一…^^、'"■一一一,,■一一一■■■一■1■、■一'^W一^I。■一一・・■4,抑1・!1!1ユ1^舳μ一`一血…血一帖出一''一

 城三業匁ユμ
 ぐl

 lナ下丁才一フ

狛珊撃

11
抽
1㌦



葱津顔剃 択  唆'つ,二
 巾血`舳}^…}一…}}…一州…'一I一一……一''…一血}一一一I…舳}一'^…一一一一'''…一'舳…'"0II一……一II一`㎞……'一一'一一助一'^^・・'}一………一.…I'舳}''…



 リテ長一η勺4日

 畜め

1位量

施行

    11㍗……省重二1以ゆ㌔刀〃1〃㌧/4グ1/J一.θ6一山一一き………～}}伸一………叫舳w釜;…'■'呵■■芙i簑軌廠肝ゴー・一一一一一ぺ二法せ…



 差垂う羊澤目承」須貧め二～

 s“一一γ一∵K圏
 …0肌;∠三。129
 上坐〃5i '一→■

■

 三。津傘1隼ぬ、・3⊇1・%仏

堂調蟄釜崖莚籔平

 泉慧簑繕差向一ドー一
/3

/4

ノチ

/6

醒坊

       亥亙τジ巫11111、ノ。、ザ†て二㎞'一→山…iユm■■一一■一'■'I''一■^^…一^'ザ…''……}/012ぶ豆類亙囚ユ、メ…1…仙'一㍗一・一町_J側1州㍗三       '廿11三{テ;〃竺…1壷1近壷ξ1工1裏新㌫亦。・・ノ会φ、女。一・…寺一…j…舳一w一一。.。'一～・■・十ノ〃6=山,^''`.一一■一〃9ク"●一…一^舳ノ次/ク■■}■'.一}/オ4■一舳/8oノ皿……・^}・十川}^ノ8級ノ〃7.一._五一.._.一_,.一一一....喜.。_,一〃〃ミ・9・/1       ^阯山舳

       〃ωノ8タク…

       ノ㌶万9・肋仰簑単一篇1三ザ1一       ・・一・・{・一一一.■一I■

       〃〃/ぬ61ノ柳

       鴬窯鷲重工{…⇒'・}…舳       釜舗十一〃9〃コ8〃。〃6111舳汀1砺
       1〃91ノ・〃ノ8/8しノ8眉ノ〃ぶ1〃6/ノ卿1〃唆、一1

 η1ユ4・・1ψ1}.gr,洲1州ミ〃691/ぐ・6
 /8124〃1⊇4肘1～ω㌧5

 〃女5

ノぬヲ

 エー半・琴今年g響∠牢4一一
 ユ。1ユ4〃県タ/6…〃41顯31・〃ぐ1〃ノ91・4兆,ぬ。
 山^一…刊榊舳舳…'榊''

 込倣牢・紅埣1〃91バ8・物・…〃
 ll…ユ迎抑舳ぐ1㍗竹紅
 y;三谷7憂㌻〃m;、_、1
 班・ζ⊇鼻新衛1㌻、1…一一
 ;こ1ユ務遺書㌫ン1石べ:^^三二∵

き

_J

{
j

 、〃。㌻。ノ新1ノ房新1、;流務
 竺亜、河辺韓竺/η

箏禦箒薫紅
 }山一仏…

 ・乙製ゼは三粋三/姓絶4_」
 ・fミ51ノ戦ノ州〃1/9・9.≡..1、、1

 一。一■喜^・・山

 一?一一'一.一一一一0^争I一



 3目フ0日～ぎ冒2ユ弓

 恵一津観測漫註の1

施行

幸
1



海洋既須1 課

未

 .衰の9

紐勿

 麦…平
 _ダ…㌣_、蟹_㎞

 銀ぶ芒μ舳牢亘コ
 暮η8/1/8〃1/83ソ1

 ζ
一

 三ま竺羊竺⊇肘1必〃1さ改ξ術二
 主〆刈致…姐ぞ宇辻こ㍗
 竺一;迦三ξ三{ξ些.、.堅z去究理ζエz..{一、、、,...
 全1抑;⊇・ll・llw仰乏…ヲρ1

 ぺ∴†一・1

 一三1∠三三`喜一手三r
z.1グ.き■・?!{

 ～.1..グ{1ク...1
?=

 一1'1.・テ.・≦、.、ノ.・ぐ≡
〃/.

 .圭1パー一バ…側、・
 エゴ㍗二㍗三1妻

 .・1二二1プ三,l1,,」1二1`1...



 gい員一9月H施行

商洋擾測震

1計画刻

 1.,∠燃0～"沁
 1一∫続島フ
 1乏1〃～〃
 土影・z一∠≦・6
11業風義二一
 1言'0一一…II-0-0一一一{^一'

1一一

 ケそ13巳1

 妙～。〃81

 1β≡撹3～8町ん

 亥めノ

 μ1マ丁†

 1いノ業1141・小1
 に幸舳1…一

 ∵鎌わ寸

1./ぐ
 バ之μ.  ハ。リ1。

 議杜処裏ヌロ重二、、、岬.線優五むユ三
 …城・㌻1ψ、〃1一秒…提二上、.、_ユばr



恵 送 鶴測麦 珪砂

丘
!



 、10局30日  一//弓/q施行

海洋灘測衷

 14ミ/三ま…二.仰`.1..。..、・ダー・6
 一寸・…;

 1オ.1.∴1.1己.二:/バ・1汕〆
 ・・!lノ。弾7べI`'〃

」

 ひ、むパ

 〃'1,131ユ・全
 ノ〃、

 bC勺

7

 ユ161隻'l1いθ

 コ吻巨

し

○ム



 海ラ羊髪ヨ酒1jそ乏遂の二～
 一}`'・舳一・…山・“一…"'■.一..I'……・…}}舳山},}・「r一一…一}}山・亡^…….}・.'….…一一て
 1大)温茱ヨ置カ;
 ヒ1・一一一}一州岬一一舳一一一一一一……■

 蒋㍍新1杢座z…1二二1担担遼;l11遼承二二
 1史㈱舳切詰/千十合篶綜繁続千十→
 11,1.1,.....上`肋8…,.j,,....、1.,,….。........
 一一…争一一…}^一㍍一ξ…}}…榊舳ザ山†、
 ク111.蔓`三=鷺,1`8ク三1く8だ1ダ線..三、.、.1.、..1....,...一.1一
 …・{……^'}帖^…べ………者…………利一……}…毛山寺

 ㍗ザ…一ザー一鮒0・一
 ま1洲牢搬控兇一年」一1一
 く享テダ9.1{三業4κ、ζだ享.望、喜_

芸

 膏エ強1鮒一徹籔磁㍗び一6蟹"姓加
 重史エ,竺竺、`£だ∠愛と、/業L。___、.



 /1月y目～〃月刀目 施行

 幸。洋..翠測栗 {カノ



 ノブ月ノ夕日～ノ2月〃日 施行

 潅淳髭測霞亥のノ

 ㍗l!羊一一づ1㌧釜ド
 ・…・一…吟一一㌻

 ・鎮¢^1

 6〆汐側_二、.皇～4  ..タ卿.=

 一、裏恵

 ㌻τ汀三㍍ '1
.._上_

言

↓}
 葦・・≡1
011



海洋観測  梼の2



 藩瑳麗・測桑



 /月∫日～ノ  目ノウ日 苑行

海洋甑測費  裏めノ

 1ユ311バー〃411
 」_}_''^一」L_'^

 1⊃ペノ山ザー、ρけ1、

.コく'4ダ

 ,ユザμ''

 3ダ〆'

 1ノ・凶・!・・1」151⊇蛯ぐ ↓じ;6…パク1

 一一㌻二三:二二1三1

撃



 海洋疑測更辻の2

 1M1牢兇渋控1∠841州1"6/…

l1
 '1…一…l

11

 葦・ψ岬・…ル・…・・岬・抑ズIl



 コ耳8q～  21{ノノ〔施行

 書・岸鰻戯1震  珪のノ



酪津 観測  柔せのユ



 3耳3日～3耳6弓 施行

着:峯罷測震  貧のノ

1五三三`二王二 〃3〃.  ペソー・ノ≡〃4土ノ≡o1 ノ



海洋協測菅  育の.ユ
  '■■}''一一'■■I一,一一血■■…I一■血…I}■■■}、一'■'^''■^■一血■一^一,■一.一,一一■^■`、■一一■一山一■一一^.・'・'一一■^一^目一一山一・'一I.■^■.一1一■^■一■一I一■山一■一…^,一■…、一.},…■■.■舳一■一■^一一■}一'}}・.,■■'}I■■■1,一一…'^一■■山一■…L■■一,


