
No 分類 科名 種名 調査地区 調査日 出現数 帰化生物 備考 写真No.

1 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 大池東側 2007/2/13 少ない 2匹 水06

2 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 大池東側 2007/3/5 普通 帰化魚類 水24

3 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 小池東側 2007/3/22 少ない 帰化魚類 水56

4 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 大池、小池 2007/8/9 多い 帰化魚類 2頭 水02_145、水02_146
5 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 大池 2007/9/13 少ない 帰化魚類 1頭 水02_180
6 魚類 カダヤシ科 カダヤシ 大池、小池 2007/10/11 普通 帰化魚類 5頭 水02_215
7 魚類 カライワシ科 カライワシ 小池 2007/10/11 少ない 珍種 3頭、12cm、7cm、3cm 水02_218、水02_219
8 魚類 コイ科 ウグイ 大池 2007/6/14 少ない 1頭、4cm 水02_68、水02_69
9 魚類 コイ科 ウグイ 新池 2007/8/9 少ない 1頭、5.5cm 水02_143、水02_144

10 魚類 コイ科 ウグイ 新池 2007/9/13 少ない 2頭 水02_178、水02_179
11 魚類 コイ科 ギンブナ 新池 2007/9/13 少ない 1頭 水02_175
12 魚類 コイ科 ギンブナ 大池、小池 2007/10/11 普通 2頭、12cm 水02_209、水02_210
13 魚類 コイ科 コイ 大池西側 2007/3/22 少ない 1尾(20cm) 水50

14 魚類 コイ科 コイの卵 大池西側 2007/4/13 多い 産卵活動中 水02_04、水02_05
15 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池東側 2007/2/13 普通 帰化魚類 5尾(3cm～5cm) 水03、水04、水05、水08

16 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池東側 2007/3/5 普通 帰化魚類 7尾、稚魚多い 水25、水26、水27、水28

17 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池西側 2007/3/22 少ない 帰化魚類 1尾(7cm、婚姻色) 水54、水55

18 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池東側 2007/4/13 少ない 帰化魚類 2尾、5cm 水02_01
19 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池東側 2007/5/18 普通 帰化魚類 7尾、5.5cm～4.5cm 水02_36、水02_37
20 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池 2007/6/14 多い 帰化魚類 9頭、4.5cm 水02_66、水02_67
21 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池、小池 2007/7/16 普通 帰化魚類 5頭、5cm～2cm 水02_95
22 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池 2007/8/9 多い 帰化魚類 19頭、最大6cm 水02_140、水02_141、水02_142
23 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 大池、小池、新池 2007/9/13 多い 帰化魚類 28頭、最大5.5cm 水02_176、水02_177 　
24 魚類 コイ科 タイリクバラタナゴ 小・新池 2007/10/11 多い 帰化魚類 10頭、最大5.5cm 水02_212、水02_213
25 魚類 コイ科 フナ稚魚 大池東側 2007/5/18 多い 34尾、約2.5cm、稚魚 水02_30、水02_31
26 魚類 コイ科 フナ稚魚 大池 2007/6/14 多い 4頭、約2.5cm 水02_60、水02_61
27 魚類 コイ科 フナ 大池、小池 2007/7/16 多い 5頭 水02_92、水02_93、水02_94
28 魚類 コイ科 ギンブナ 大池、新池 2007/8/9 普通 6頭、最大20cm 水02_138
29 魚類 コイ科 マブナ（ギンブナ） 大池西側、東側 2007/2/13 普通 7尾(全長4.5cm～19cm) 水01、水02

30 魚類 コイ科 マブナ（ギンブナ） 大池西側 2007/3/5 普通 8尾(3cm～13cm) 水21、水22

31 魚類 コイ科 マブナ（ギンブナ） 小池東側 2007/3/22 普通 5尾(最大18cm) 水51

32 魚類 コイ科 モツゴ 大池西側 2007/3/5 少ない 水23

33 魚類 コイ科 モツゴ 大池西側 2007/3/22 少ない 1尾 水52、水53

34 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池 2007/4/13 少ない 2尾 水02_02、水02_03
35 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池 2007/5/18 多い 18尾、稚魚多い 水02_32、水02_33、水02_34、水02_35
36 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池 2007/6/14 多い 9頭、7.5cm～2cm 水02_62、水02_63、水02_64、水02_65
37 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池 2007/7/16 普通 2頭、5cm、2.5cm 水02_96、水02_97
38 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池 2007/8/9 普通 5頭 水02_139
39 魚類 コイ科 モツゴ 新池 2007/9/13 普通 5頭、目視
40 魚類 コイ科 モツゴ 大池、小池、新池 2007/10/11 多い 14頭 水02_211
41 魚類 サンフィッシュ科 オオクチバス 大池西側 2007/3/22 少ない 帰化魚類 1尾(11.5cm) 水63、水64

42 魚類 サンフィッシュ科 オオクチバス 大池西側 2007/5/18 少ない 帰化魚類 1尾、13cm 水02_40、水02_41
43 魚類 サンフィッシュ科 オオクチバス 大池 2007/8/9 普通 帰化魚類 2頭、12cm 水02_153、水02_154
44 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池西側 2007/2/13 普通 帰化魚類 6尾(5.5cm～7cm) 水07、水08

45 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池西側 2007/3/5 普通 帰化魚類 4尾 水30
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46 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池西側 2007/3/22 多い 帰化魚類 28尾(最大14cm) 水60、水61、水62

47 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池西側 2007/4/13 少ない 帰化魚類 1尾のみ 水02_14
48 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池西側 2007/5/18 少ない 帰化魚類 1尾 水02_42、水02_43 　
49 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池 2007/7/16 少ない 帰化魚類 2頭、6cm 水02_100、水02_101
50 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池 2007/8/9 多い 帰化魚類 7頭、最大9cm 水02_155、水02_156
51 魚類 サンフィッシュ科 ブルーギル 大池 2007/9/13 多い 帰化魚類 13頭、最大5cm 水02_183
52 魚類 タイワンドジョウ科 ライギョ 新池 2007/8/9 少ない 1頭、7cm 水02_150、水02_151、水02_152
53 魚類 ドジョウ科 ドジョウ 大池東側 2007/3/5 普通 水31

54 魚類 ドジョウ科 ドジョウＳＰ 大池西側 2007/4/13 普通 5尾、～105cm 水02_12、水02_13
55 魚類 ドジョウ科 ドジョウ 小池 2007/9/13 少ない 1頭、7cm 水02_190
56 魚類 ドジョウ科 ドジョウ 小池 2007/10/11 少ない 1頭、2.5cm 水02_224
57 魚類 ハゼ科 アベハゼ 大池 2007/6/14 普通 3頭 水02_74、水02_75、水02_76
58 魚類 ハゼ科 アベハゼ 大池 2007/7/16 普通 2頭、3cm 水02_106、水02_107、水02_108
59 魚類 ハゼ科 シマハゼ幼魚 大池 2007/9/13 少ない 2頭 水02_188、水02_189
60 魚類 ハゼ科 ウキゴリ 大池西側 2007/5/18 普通 5尾 水02_46、水02_47、水02_48
61 魚類 ハゼ科 ウキゴリ 大池 2007/6/14 普通 3尾 水02_73
62 魚類 ハゼ科 ウキゴリ 大池、小池 2007/7/16 普通 2頭、5cm 水02_115
63 魚類 ハゼ科 シマハゼ 大池 2007/9/13 少ない 1頭、稚魚 水02_187
64 魚類 ハゼ科 シマハゼ 大池 2007/10/11 少ない 2頭、稚魚 水02_223
65 魚類 ハゼ科 シマハゼ幼生 大池 2007/7/16 少ない 1頭、2.5cm 水02_112、水02_113、水02_114
66 魚類 ハゼ科 スミウキゴリ 大池、小池 2007/7/16 普通 3頭、5cm 水02_104、水02_105
67 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池西側 2007/2/13 普通 5匹(3.5cm～4cm) 水09

68 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池東側 2007/3/5 普通 水29

69 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池西側 2007/3/22 多い 水57、水58、水59

70 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池、小池 2007/4/13 多い 20尾、2.5cm～4.5cm 水02_08、水02_09
71 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池、小池 2007/5/18 多い 13尾、2.5cm～7cm 水02_44、水02_45
72 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池、小池 2007/6/14 多い 14頭 水02_71、水02_72
73 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 小池 2007/7/16 普通 4頭 水02_102、水02_103
74 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 新池 2007/8/9 普通 5頭 水02_157
75 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池 2007/9/13 普通 7頭 水02_184
76 魚類 ハゼ科 ヌマチチブ 大池 2007/10/11 普通 4頭 水02_220
77 魚類 ハゼ科 ハゼ科ＳＰ 大池西側 2007/4/13 少ない 1尾、マハゼ? 水02_10、水02_11
78 魚類 ハゼ科 ハゼ科ＳＰ 大池西側 2007/5/18 普通 6尾、マハゼ似? 水02_49
79 魚類 ハゼ科 マハゼ 大池 2007/6/14 多い 16頭 水02_77、水02_78
80 魚類 ハゼ科 マハゼ 大池、小池 2007/7/16 多い 12頭 水02_109、水02_110、水02_111
81 魚類 ハゼ科 マハゼ 小池 2007/8/9 普通 2頭 水02_159、水02_160
82 魚類 ハゼ科 マハゼ 大池、新池 2007/9/13 多い 15頭 水02_185、水02_186
83 魚類 ハゼ科 マハゼ 大池、小池 2007/10/11 普通 4頭、最大14.5cm 水02_221、水02_222
84 魚類 ボラ科 ボラ 大池西側 2007/4/13 普通 3cm稚魚、12尾 水02_06、水02_07
85 魚類 ボラ科 ボラ 大池西側 2007/5/18 普通 2尾 水02_38、水02_39
86 魚類 ボラ科 ボラ 大池 2007/6/14 多い 14頭、6.5cm 水02_70
87 魚類 ボラ科 ボラ 大池、水路 2007/7/16 多い 10頭、最大7cm 水02_98、水02_99
88 魚類 ボラ科 ボラ 大池、新池 2007/8/9 多い 26頭、最大10.5cm 水02_147、水02_148、水02_149
89 魚類 ボラ科 ボラ 大池、新池 2007/9/13 多い 16頭、最大16cm 水02_181、水02_182
90 魚類 ボラ科 ボラ 大池、小池、新池 2007/10/11 多い 12頭、最大12.5cm 水02_216、水02_217
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91 魚類 メダカ科 メダカ 大池 2007/10/11 少ない 1頭 水02_214
92 甲殻類 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ 大池、小池 2007/2/13 多い 帰化動物 10匹 水13

93 甲殻類 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ 大池西側、大池東側 2007/3/5 多い 帰化動物 目視

94 甲殻類 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ 大池西側、大池東側 2007/3/22 多い 帰化動物 40尾 水67、水68

95 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 大池東側 2007/4/13 多い 帰化動物 53尾、最大9cm、目視
96 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 大池東側 2007/5/18 多い 帰化動物 7尾、8cm～4cm 水02_50
97 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 大池、小池 2007/6/14 多い 帰化動物 9頭 水02_80
98 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 大池、小池 2007/7/16 多い 帰化動物 6頭 水02_122
99 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 大池、小池 2007/9/13 少ない 帰化動物 3頭、最大11cm 水02_196

100 甲殻類 アメリカザリガニ科アメリカザリガニ 小池 2007/10/11 少ない 帰化動物 1頭、目視
101 甲殻類 イワガニ科 アカテガニ 大池、小池 2007/7/16 普通 4頭 水02_123、水02_124
102 甲殻類 イワガニ科 クロベンケイガニ 小池 2007/6/14 普通 3頭 水02_81、水02_82
103 甲殻類 イワガニ科 クロベンケイガニ 大池、小池 2007/8/9 多い 2頭、4.5cm 水02_163、水02_164
104 甲殻類 イワガニ科 クロベンケイガニ 大池、小池 2007/9/13 多い 3頭、3.5cm 水02_193
105 甲殻類 イワガニ科 クロベンケイガニ 大池、小池 2007/10/11 多い 3頭、2.5cm 水02_226
106 甲殻類 イワガニ科 モクズガニ 新池 2007/8/9 少ない 1頭、2cm 水02_165、水02_166
107 甲殻類 イワガニ科 モクズガニ 小池 2007/9/13 少ない 1頭5.5cm 水02_194、水02_195
108 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池東側 2007/4/13 多い 15尾 水02_17
109 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池東側 2007/5/18 多い 9尾 水02_53、水02_54
110 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池 2007/6/14 多い 14頭 水02_83、水02_84
111 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池、小池 2007/7/16 普通 14頭 水02_128、水02_129
112 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池 2007/8/9 普通 13頭 水02_167
113 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池、小池 2007/9/13 多い 18頭、、3cm～4.5cm 水02_197、水02_198
114 甲殻類 テナガエビ科 スジエビ 大池、新池 2007/10/11 多い 21頭、3cm～4.5cm 水02_227、水02_228
115 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池西側 2007/2/13 普通 4尾 水15

116 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池西側 2007/3/22 多い 水65

117 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池西側 2007/4/13 普通 3尾 水02_15、水02_16
118 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池西側 2007/5/18 少ない 2尾 水02_51、水02_52
119 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池 2007/7/16 普通 1頭、10cm 水02_125、水02_126、水02_127
120 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池 2007/8/9 少ない 1頭、10cm 水02_168、水02_169
121 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池 2007/9/13 普通 7頭、最大6cm 水02_199、水02_200
122 甲殻類 テナガエビ科 テナガエビ 大池、小池、新池 2007/10/11 普通 3頭、最大6cm 水02_229、水02_230
123 甲殻類 ヌマエビ科 ヌマエビ類 大池、小池 2007/2/13 普通 8匹 水14

124 甲殻類 ヌマエビ科 ヌマエビ類 大池西側、大池東側 2007/3/5 普通 水32

125 甲殻類 ヌマエビ科 ヌマエビ類 大池西側、大池東側 2007/3/22 多い 水66

126 甲殻類 ヨコエビ科 ヨコエビ 大池西側 2007/3/5 多い 水33

127 甲殻類 ヨコエビ科 ヨコエビ 大池西側 2007/3/22 少ない 水69

128 貝類 イシガイ科 ドブガイ 大池 2007/9/13 少ない 1頭(ヌマガイ) 水02_202、水02_203
129 貝類 カワニナ科 カワニナ死殻 大池西側 2007/3/5 少ない 水36

130 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 大池、小池 2007/2/13 普通 5尾 水11

131 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 大池東側 2007/3/5 普通 水35

132 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 大池西側 2007/3/22 少ない 水71

133 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 小池 2007/4/13 少ない 1尾 水02_19
134 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 小池 2007/5/18 少ない 目視 水02_56
135 貝類 サカマキガイ科 サカマキガイ 小池 2007/9/13 少ない 1頭 水02_204
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136 貝類 タニシ科 タニシ 大池、小池 2007/2/13 普通 7匹 水12

137 貝類 タニシ科 タニシ 大池西側、大池東側 2007/3/5 普通 水34

138 貝類 タニシ科 タニシ 大池西側 2007/3/22 普通 13尾(うち5尾死殻) 水70

139 貝類 タニシ科 タニシ 大池、小池 2007/10/11 普通 9頭、目視
140 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池東側 2007/4/13 少ない 5尾、～105cm 水02_18
141 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池東側 2007/5/18 多い 12尾 水02_55
142 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池、小池 2007/6/14 多い 13頭 水02_85
143 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池、小池 2007/7/16 多い 8頭 水02_130
144 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池 2007/8/9 普通 3頭 水02_170
145 貝類 タニシ科 タニシの一種 大池 2007/9/13 普通 3頭 水02_201
146 両生類 アカガエル科 ウシガエル 大池西側 2007/2/13 少ない 帰化動物 19cm 水16

147 両生類 アカガエル科 ウシガエル 大池東側 2007/4/13 普通 帰化動物 2頭、19.5cm、17.5cm 水02_20、水02_21
148 両生類 アカガエル科 ウシガエル幼生 大池 2007/6/14 普通 帰化動物 1頭、後肢成長 水02_79
149 両生類 アカガエル科 ウシガエル幼生 大池、小池 2007/7/16 多い 帰化動物 11頭、9cm～3cm 水02_116、水02_1117、水02_118
150 両生類 アカガエル科 ウシガエル幼生 大池、新池 2007/8/9 多い 帰化動物 21頭、10cm～3cm 水02_161、水02_162
151 両生類 アカガエル科 ウシガエル幼生 大池、新池 2007/9/13 多い 帰化動物 22頭、目視
152 両生類 アカガエル科 ウシガエル幼生 大池、小池 2007/10/11 多い 帰化動物 3頭、親1頭 水02_225
153 爬虫類 ヌマガメ科 アカミミガメ 大池中央 2007/3/5 少ない 帰化動物 池中央で目撃 水37

154 爬虫類 ヌマガメ科 アカミミガメ 大池中央 2007/3/22 少ない 帰化動物 池中央で目撃 水72

155 爬虫類 ヌマガメ科 アカミミガメ 新池 2007/9/13 少ない 帰化動物 1頭、16cm 水02_191、水02_192
156 爬虫類 ヌマガメ科 クサガメ 水路 2007/7/16 少ない 1頭、7cm 水02_119、水02_120、水02_121
157 環形動物 貧毛類 イトミミズ 大池、小池 2007/2/13 普通 水19

158 節足動物 SP 節足動物SP 大池東側 2007/2/13 少ない 約7mm、ダンゴ虫状、活発、泳ぎも速い。 水20

159 昆虫 SP 昆虫幼虫SP 大池西側 2007/3/22 少ない ユスリカ幼虫状くねって歩く 水74

160 昆虫 アオイトトンボ科 アジアイトトンボ幼虫大池東側 2007/4/13 少ない ヤゴ 水02_22
161 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池東側 2007/3/5 少ない 目撃

162 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池東側 2007/4/13 少ない 標本に採取 水02_23、水02_24
163 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池東側 2007/5/18 少ない 2頭、標本に採取 水02_57
164 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池、小池 2007/6/14 普通 十数頭、目視
165 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池、小池 2007/7/16 普通 十数頭 水02_133
166 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池、小池 2007/8/9 多い 目視 水02_171
167 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池、小池 2007/9/13 多い 複数 水02_205
168 昆虫 アメンボ科 アメンボ 大池、小池 2007/10/11 多い 複数、目視
169 昆虫 イトトンボ科 アジアイトトンボ幼虫 大池東側 2007/2/13 少ない ヤゴ 水17

170 昆虫 トンボ科 ギンヤンマーヤゴ 大池 2007/7/16 少ない 1頭 水02_131、水02_132
171 昆虫 トンボ科 コシアキトンボーヤゴ大池 2007/6/14 少ない 1頭 水02_87
172 昆虫 トンボ科 コシアキトンボ幼虫 小池 2007/10/11 少ない 1頭、ヤゴ 水02_231
173 昆虫 ミズギワカメムシ科 ミズギワカメムシ 大池東側 2007/3/5 少ない 標本にする 水39、水40

174 昆虫 ミズムシ科 チビミズムシ 大池 2007/6/14 普通 4頭 水02_86
175 昆虫 ユスリカ科 セスジユスリカ幼虫 大池、小池 2007/2/13 普通 水18

176 昆虫 ユスリカ科 セスジユスリカ幼虫 大池東側 2007/3/5 普通 水38

177 昆虫 ユスリカ科 セスジユスリカ幼虫 小池東側 2007/3/22 普通 水73

178 昆虫 ユスリカ科 ユスリカ幼虫 小池 2007/4/13 普通 セスジユスリカ? 水02_25
179 昆虫 ユスリカ科 ユスリカ幼虫 小池 2007/5/18 少ない 目視
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