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基準期間:2013/02/18～2013/02/24[R3:速報解]
比較期間:2013/02/26～2013/03/04[R3:速報解]

固定局:大潟(950241)
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栃木県北部の地震(2月25日 M6.3)に伴う地殻変動

成分変化グラフ

国土地理院

この地震に伴う地殻変動が観測された．

地殻変動（水平）

※ 「栗山」は．地震の影響による電子基準点の傾斜が変動量に一部含まれている可能性があります．

暫定
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