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動物名 区分 園館名 受賞年度

1 キタオポッサム 自然 到津 S58
2 ハイイロジネズミオポッサム 自然 埼玉動 H14
3 タスマニアデビル 自然 円山 H01
4 チャイロコミミバンディクート 自然 多摩 S61
5 ニューサウスウエルズコアラ 自然 東山 S62
6 クィーズランドコアラ 自然 平川 S62
7 ビクトリアコアラ 自然 淡路 H03
8 コモンウォンバット 自然 五月山 H05
9 フクロギツネ 自然 上野 S46
10 ブチクスクス 自然 熊本 S63
11 セスジクスクス 自然 千葉 S63
12 ハナナガネズミカンガルー 自然 多摩 S61
13 フサオネズミカンガルー 自然 上野 H04
14 アカハラヤブワラビー 自然 円山 H04
15 コゲチャヤブワラビー 自然 上野 S49
16 パルマワラビー 自然 多摩 S46
17 ダマワラビー 自然 日本平 S45
18 スナイロワラビー 自然 京都 S37
19 スナイロワラビー 人工 上野 S43
20 オグロワラビー 自然 日本平 S53
21 ケナガワラビー 自然 豊橋 H18
22 アカクビワラビー 自然 南紀 S57
23 エレガントワラビー 自然 野毛山 S63
24 アカカンガルー 自然 野毛山 S32
25 クロキノボリカンガルー 自然 徳山 S51
26 チビフクロモモンガ 自然 埼玉動 H28
27 フクロモモンガ 自然 多摩 S62
28 ハイイロリングテイル 自然 多摩 S62
29 オオアリクイ 自然 野毛山 S61
30 オオアリクイ 人工 日本平 H13
31 ミナミコアリクイ 自然 サンシ H19
32 マンシュウハリネズミ 自然 埼玉動 H02
33 ヨツユビハリネズミ 自然 平川 H13
34 アルジェリアハリネズミ 自然 天王寺 S54
35 オオミミハリネズミ 自然 豊橋 H06
36 ブラントハリネズミ 自然 埼玉動 H15
37 テンレック 自然 上野 H07
38 ハリテンレック 自然 上野 H23
39 ヒメハリテンレック 自然 埼玉動 H15
40 ヒメハリテンレック 人工 上野 H23
41 コモンツパイ 自然 多摩 S44
42 オリイオオコウモリ 自然 沖縄こ S56
43 オリイオオコウモリ 人工 沖縄こ H22
44 エラブオオコウモリ 自然 平川 H06
45 インドオオコウモリ 人工 みさき S58
46 マレーオオコウモリ 自然 王子 S32
47 ジャワオオコウモリ 自然 佐世保 S46
48 デマレルーセットオオコウモリ 自然 日本平 S61
49 セバタンビヘラコウモリ 自然 埼玉動 H14
50 ブラウンキツネザル 自然 シャボ S60
51 クロキツネザル 自然 モンキ S51
52 アカビタイキツネザル 自然 名護 H02
53 ハイイロキツネザル 自然 日本平 S50

繁殖表彰受賞動物一覧（平成29年度受賞分まで）
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動物名 区分 園館名 受賞年度

54 ハイイロキツネザル 人工 日本平 S51
55 ワオキツネザル 自然 野毛山 S45
56 ワオキツネザル 人工 野毛山 S55
57 エリマキキツネザル 自然 野毛山 S56
58 エリマキキツネザル 人工 市川 H01
59 アイアイ 自然 上野 H16
60 スレンダーロリス 自然 モンキ S55
61 スローロリス 自然 モンキ S39
62 スローロリス 人工 とべ H15
63 レッサースローロリス 自然 多摩 H01
64 ポト 自然 モンキ H24
65 ショウガラゴ 自然 モンキ S55
66 ショウガラゴ 人工 平川 H18
67 オオガラゴ 自然 野毛山 S46
68 オオガラゴ 人工 多摩 S48
69 ガラゴ 自然 京都 S32
70 スラウェシメガネザル 人工 上野 H21
71 ゲルディモンキ 自然 モンキ S54
72 ゲルディモンキ 人工 千葉 H07
73 シルバーマーモセット 自然 モンキ S49
74 シロガオマーモセット 自然 モンキ H03
75 シロガオマーモセット 人工 千葉 H09
76 サンタレムマーモセット 自然 モンキ H07
77 サンタレムマーモセット 人工 モンキ H07
78 コモンマーモセット 自然 上野 S32
79 コモンマーモセット 人工 日本平 S59
80 クロミミマーモセット 自然 モンキ H03
81 ピグミーマーモセット 自然 モンキ S45
82 ドウグロライオンタマリン 自然 のいち H10
83 ゴ－ルデンライオンタマリン 自然 福岡 S45
84 ゴールデンライオンタマリン 人工 浜松 H09
85 セマダラタマリン 自然 千葉 S62
86 エンペラータマリン 自然 行川 S60
87 エンペラータマリン 人工 浜松 H08
88 ムネアカタマリン 自然 モンキ S56
89 ムネアカタマリン 人工 千葉 H02
90 アカテタマリン 自然 日本平 S61
91 アカテタマリン 人工 千葉 H01
92 クチヒゲタマリン 自然 モンキ S63
93 クロクビタマリン 自然 モンキ S44
94 ワタボウシタマリン 自然 モンキ S48
95 ワタボウシタマリン 人工 千葉 S63
96 シロガオオマキザル 自然 日本平 S52
97 シロガオオマキザル 人工 モンキ S46
98 フサオマキザル 自然 モンキ S44
99 ノドジロオマキザル 自然 上野 S32
100 ナキガオオマキザル 自然 モンキ S45
101 シロガオ×ナキガオオマキザル 自然 甲子園 S43
102 リスザル 自然 モンキ S38
103 リスザル 人工 長崎鼻 S61
104 ボリビアリスザル 自然 天王寺 S53
105 ヨザル 自然 多摩 S45
106 ヨザル 人工 上野 S58
107 シロガオサキ 自然 行川 S61
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108 クロヒゲサキ 自然 日本平 H20
109 ケナガクモザル 人工 モンキ Ｈ26
110 ジェフロイクモザル 自然 姫路動 S38
111 ジェフロイクモザル 人工 モンキ S40
112 クロクモザル 自然 円山 S52
113 クロクモザル 人工 道後 S59
114 コモンウーリーモンキ 自然 モンキ S44
115 アジルマンガベイ 自然 千葉 H01
116 スーティマンガベイ 自然 モンキ S45
117 シロカンムリマンガベイ 自然 モンキ S40
118 ゴールデンマンガベイ 自然 モンキ S63
119 シロエリマンガベイ 自然 モンキ S45
120 クチヒゲグエノン 人工 モンキ H07
121 ダイアナモンキ 自然 円山 S43
122 ダイアナモンキ 人工 日本平 S50
123 ブルーモンキ 人工 浜松 S62
124 サイクスモンキ 自然 浜松 S47
125 モナモンキ 自然 上野 S35
126 ブラッザグエノン 自然 東山 S38
127 ブラッザグエノン 人工 円山 S63
128 バッティコファグエノン 自然 東武 H02
129 バッティコファグエノン 人工 モンキ S49
130 パタスザル 自然 上野 S35
131 パタスザル 人工 宝塚 S55
132 ムーアモンキ 自然 東山 S36
133 ムーアモンキ 人工 とべ H05
134 クロザル 自然 ひらかた S48
135 クロザル 人工 とべ H08
136 ボンネットモンキ 自然 京都 S31
137 ボンネットモンキ 人工 とべ H03
138 シシオザル 自然 京都 S32
139 シシオザル 人工 日本平 H04
140 トクモンキ 自然 常盤 S55
141 バーバリマカク 自然 モンキ S54
142 ドリル 自然 ひらかた S42
143 ドリル 人工 天王寺 H08
144 ドリマンヒヒ 自然 宝塚 S40
145 マンドリル 自然 到津 S32
146 マンドリル 人工 熊本 S61
147 ドグエラヒヒ 自然 モンキ S40
148 ドグエラヒヒ 人工 円山 S62
149 キイロヒヒ 自然 モンキ S40
150 ギニアヒヒ 自然 京都 S41
151 チャクマヒヒ 自然 ひらかた S42
152 ゲラダヒヒ 自然 上野 S39
153 ゲラダヒヒ 人工 道後 S60
154 テングザル 自然 モンキ S53
155 アンゴラクロシロコロブス 自然 熊本 H02
156 アビシニアコロブス 自然 上野 S51
157 アビシニアコロブス 人工 東山 S55
158 アカアシドゥクラングール 自然 横浜動 H27
159 キンシコウ 自然 王子 H06
160 ハヌマンラングール 自然 モンキ S44
161 ハヌマンラングール 人工 東山 H16
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162 フランソワルトン 自然 モンキ S56
163 ダスキールトン 自然 野毛山 S47
164 ダスキールトン 人工 東山 S45
165 ボウシラングール 自然 モンキ S44
166 カオムラサキラングール 自然 千葉 H12
167 アジルテナガザル 自然 モンキ S48
168 シロテテナガザル 自然 栗林 S36
169 シロテテナガザル 人工 京都 S38
170 ボウシテナガザル 自然 野毛山 S50
171 ボウシテナガザル 人工 横浜動 H15
172 コンカラーテナガザル 自然 宝塚 S62
173 コンカラーテナガザル 人工 宝塚 S61
174 ワウワウテナガザル 人工 東山 H06
175 ボウシテナガザル 人工授精 横浜動 H18
176 フクロテナガザル 自然 モンキ S44
177 フクロテナガザル 人工 王子 S59
178 ニシゴリラ 自然 栗林 S47
179 ニシゴリラ 人工 京都 S47
180 チンパンジー 自然 福岡 S38
181 チンパンジー 人工 王子 S45
182 チンパンジー 人工授精 上野 S62
183 オランウータン 自然 上野 S37
184 フタユビナマケモノ 自然 栗林 S61
185 フタユビナマケモノ 人工 平川 H15
186 ココノオビアルマジロ 自然 宝塚 S46
187 アフガンナキウサギ 自然 多摩 S56
188 ノウサギ 自然 豊橋 S52
189 ノウサギ 人工 豊橋 S55
190 トウホクノウサギ 自然 多摩 S56
191 エゾユキウサギ 自然 多摩 S58
192 アマミノクロウサギ 自然 平川 S61
193 メキシコウサギ 自然 東山 H27
194 コットンテールラビット 自然 モンキ S44
195 キタリス 自然 シャボ S57
196 トウブハイイロリス 自然 淡路 H04
197 アメリカアカリス 自然 千葉 H02
198 クリハラリス 自然 淡路 S62
199 ミケリス 自然 徳山 S57
200 マーモット 自然 釧路 S53
201 モンゴルマーモット 自然 上野 H15
202 プレ-リードッグ 自然 東山 S40
203 オジロレイヨウリス 自然 多摩 S49
204 イエローパインシマリス 自然 淡路 S62
205 ムササビ 自然 到津 H10
206 エゾモモンガ 自然 登別 H01
207 ホンシュウモモンガ 自然 高知 H15
208 アメリカモモンガ 自然 天王寺 H06
209 アメリカビーバー 自然 上野 S41
210 トビウサギ 自然 東山 H06
211 トビウサギ 人工 安佐 S54
212 オブトアレチネズミ 自然 埼玉動 H09
213 ウスイロアレチネズミ 自然 埼玉動 H13
214 チーズマンアレチネズミ 自然 埼玉動 H14
215 インドオオアレチネズミ 自然 埼玉動 H19



5

動物名 区分 園館名 受賞年度

216 ブラントハムスター 自然 埼玉動 H11
217 ヒゲカンガルーハムスター 自然 埼玉動 H12
218 キヌゲネズミ 自然 埼玉動 H12
219 ステップレミング 自然 埼玉動 H13
220 フサオスナネズミ 自然 埼玉動 H09
221 ダーウィンオオミミネズミ 自然 埼玉動 H01
222 カイロトゲマウス 自然 埼玉動 H13
223 ハントウアカネズミ 自然 埼玉動 H13
224 モリアカネズミ 自然 埼玉動 H12
225 エゾヤチネズミ 自然 旭山 S61
226 コハツカネズミ 自然 上野 H14
227 ステップハツカネズミ 自然 埼玉動 H14
228 シマクサマウス 自然 埼玉動 H10
229 サボテンシロアシマウス 自然 埼玉動 H14
230 シュロマウス 自然 埼玉動 H13
231 モリヤマネ 自然 多摩 S59
232 アフリカヤマネ 自然 埼玉動 H04
233 ヤマネ 自然 多摩 S63
234 アフリカタテガミヤマアラシ 自然 円山 S53
235 アフリカタテガミヤマアラシ 人工 東武 H02
236 カナダヤマアラシ 自然 富士動 S59
237 パンパステンジクネズミ 自然 上野 H13
238 マーラ 自然 徳山 S48
239 マーラ 人工 徳山 S57
240 ヒメマーラ 自然 上野 S49
241 クイ 自然 埼玉動 H13
242 カピバラ 自然 鹿児島 S53
243 カピバラ 人工 沖縄こ S58
244 パカラナ 自然 シャボ S57
245 パカラナ 人工 シャボ S58
246 パカ 自然 天王寺 S56
247 パカ 人工 シャボ S60
248 アグーチ 自然 天王寺 S54
249 ビスカッチャ 自然 シャボ S58
250 ビスカチャ 人工 シャボ H01
251 テグー 自然 埼玉動 H14
252 キューバフチア 自然 サンシ H13
253 コタケネズミ 自然 埼玉動 H16
254 ハダカデバネズミ 自然 上野 H15
255 シロイルカ 自然 名港水 H17
256 ハナゴンドウ 自然 江ノ島 S38
257 カマイルカ 自然 南紀 H01
258 ミナミバンドウイルカ 自然 沖縄水 H19
259 バンドウイルカ 自然 江ノ島 S35
260 バンドウイルカ 人工授精 鴨川 H16
261 イロワケイルカ 自然 松島 H02
262 シャチ 自然 鴨川 H11
263 スナメリ 自然 鳥羽 S55
264 コヨーテ 自然 東山 S32
265 オオカミ 自然 帯広 S43
266 オオカミ 人工 熊本 S58
267 ジャッカル 自然 多摩 S42
268 ジャッカル 人工 八木山 S50
269 セグロジャッカル 自然 東武 S58
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270 セグロジャッカル 人工 大森山 H03
271 ホッキョクギツネ 自然 釧路 S52
272 ハイイロギツネ 自然 上野 S35
273 オオミミギツネ 人工 宝塚 S60
274 フェネック 自然 上野 S60
275 ホンドタヌキ 人工 王子 S61
276 タテガミオオカミ 自然 上野 H17
277 ドール 自然 野毛山 S56
278 ドール 人工 横浜動 H18
279 リカオン 人工 富士動 H24
280 ヤブイヌ 自然 東山 S63
281 ヤブイヌ 人工 京都 H24
282 メガネグマ 自然 横浜動 H14
283 ヒマラヤグマ 自然 多摩 S41
284 ヒマラヤグマ 人工 多摩 S40
285 アメリカクマ 自然 九州 S58
286 ヒグマ 自然 東山 S32
287 エゾヒグマ 人工 みさき S45
288 コディァックグマ 人工 円山 H05
289 チベットヒグマ 自然 阿蘇 H10
290 ホッキョクグマ 自然 旭山 S51
291 ホッキョクグマ 人工 とべ H13
292 マレーグマ 自然 徳山 S51
293 マレーグマ 人工 東山 H05
294 ナマケグマ 自然 野毛山 S40
295 ナマケグマ 人工 野毛山 S47
296 ナマケグマ 人工 東山 S60
297 ジャイアントパンダ 自然 南紀 H16
298 ジャイアントパンダ 人工授精 上野 S62
299 アライグマ 自然 井の頭 S33
300 アライグマ 人工 九州 S60
301 カニクイアライグマ 自然 野毛山 S61
302 アカハナグマ 自然 井の頭 S33
303 アカハナグマ 人工 宝塚 S56
304 ハナジロハナグマ 自然 福岡 H04
305 ハナジロハナグマ 人工 宝塚 H09
306 キンカジュー 自然 京都 S40
307 キンカジュー 人工 日本平 S51
308 レッサーパンダ 自然 釧路 S52
309 レッサーパンダ 人工 日本平 H02
310 ホンドテン 自然 大森山 H07
311 ニッポンアナグマ 自然 大森山 S51
312 ニッポンアナグマ 人工 福岡 S49
313 ラーテル 自然 東山 S53
314 ヨーロッパカワウソ 自然 南紀 H04
315 カナダカワウソ 自然 市川 H03
316 コツメカワウソ 自然 南紀 H01
317 ツメナシカワウソ 自然 二見 H06
318 ユーラシアカワウソ 人工 横浜動 H29
319 ラッコ 自然 三津 S61
320 オオブチジェネット 自然 東山 H05
321 アフリカジャコウネコ 自然 安佐 S51
322 キノボリジャコウネコ 自然 安佐 S56
323 キノボリジャコウネコ 人工 安佐 S56
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324 パームシベット 自然 東武 S60
325 ハクビシン 自然 野毛山 S38
326 ハクビシン 人工 安佐 S51
327 ビントロング 自然 宇都宮 H04
328 ミーアキャット 自然 日本平 S52
329 ミーアキャット 人工 南紀 S61
330 シママングース 自然 豊橋 H05
331 シママングース 人工 豊橋 H07
332 コビトマングース 自然 上野 H15
333 インドマングース 自然 上野 S32
334 シマハイエナ 人工 多摩 S40
335 シマハイエナ 自然 羽村 S58
336 ブチハイエナ 自然 日本平 H17
337 リビアヤマネコ 自然 東山 H02
338 ジャングルキャット 自然 天王寺 S54
339 ベンガルヤマネコ 自然 東山 S46
340 ベンガルヤマネコ 人工 日本平 S60
341 ツシマヤマネコ 自然 福岡 H13
342 マヌルネコ 自然 東山 H12
343 マヌルネコ 人工 埼玉動 H25
344 カラカル 自然 王子 S58
345 カラカル 人工 野毛山 S50
346 オオヤマネコ 自然 野毛山 S55
347 オオヤマネコ 人工 野毛山 S53
348 ボブキャット 自然 東山 S43
349 サーバルキャット 自然 徳山 H02
350 サーバルキャット 人工 群馬 S60
351 オセロット 自然 上野 S53
352 オセロット 人工 王子 S57
353 ジャガランディ 自然 東山 H14
354 ピューマ 自然 栗林 S32
355 ユキヒョウ 自然 円山 S63
356 ヒョウ 自然* 野毛山 S32
357 クロヒョウ 自然* 上野 S32
358 ペルシャヒョウ 自然 円山 H02
359 アムールヒョウ 自然 旭山 H04
360 ジャガー 自然 上野 S38
361 ジャガー 人工 福岡 S46
362 アムールトラ 人工 王子 S53
363 アムールトラ 自然 王子 S54
364 スマトラトラ 自然 上野 S60
365 トラ 自然* 京都 S31
366 ウンピョウ 自然 野毛山 S59
367 チーター 自然 九州 S53
368 チーター 人工 南紀 S57
369 レオポン 自然 甲子園 S35
370 ミナミアメリカオットセイ 自然 天王寺 S52
371 ミナミアフリカオットセイ 自然 野毛山 S55
372 キタオットセイ 自然 小樽水 S59
373 カリフォルニアアシカ 自然 宝塚 S34
374 トド 自然 小樽水 S44
375 オタリア 自然 釧路 S55
376 オタリア 人工 小樽水 H14
377 オーストラリアアシカ 自然 鴨川 S57
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動物名 区分 園館名 受賞年度

378 セイウチ 自然 鴨川 H07
379 ハイイロアザラシ 人工 八景島 H20
380 ハイイロアザラシ 自然 大分 H24
381 カスピカイアザラシ 人工 鴨川 H16
382 ワモンアザラシ 自然 小樽水 H17
383 ゴマフアザラシ 自然 室蘭 S48
384 ゴマフアザラシ 人工 小樽水 S50
385 バイカルアザラシ 人工 新潟 H19
386 ゼニガタアザラシ 自然 室蘭 S56
387 ゼニガタアザラシ 人工 釧路 S62
388 ミナミゾウアザラシ 人工 二見 H08
389 ツチブタ 自然 日本平 H11
390 ツチブタ 人工 日本平 H01
391 アジアゾウ 自然 市原 H20
392 アジアゾウ 人工 王子 H17
393 アフリカゾウ 自然 群馬 S62
394 アフリカゾウ 人工 とべ H20
395 イワハイラックス 自然 京都 S46
396 アメリカマナティー 人工 沖縄水 H03
397 モウコノウマ 自然 千葉 S63
398 ハ－トマンヤマシマウマ 自然 夢見 S51
399 グラントシマウマ 自然 東山 S32
400 グラントシマウマ 人工 みさき S41
401 チャップマンシマウマ 自然 多摩 S44
402 グレビーシマウマ 自然 王子 S53
403 グレビーシマウマ 人工 野毛山 S61
404 ソマリノロバ 自然 横金沢 H03
405 ロバ 自然 東山 S33
406 ロバ 人工 野毛山 S47
407 ミゼットポニー 自然 フェニ S48
408 ホーブラ 自然 浜松 S43
409 アメリカバク 自然 東山 S36
410 アメリカバク 人工 天王寺 S55
411 ベアードバク 自然 横金沢 H08
412 マレーバク 自然 多摩 S46
413 マレーバク 人工 円山 S60
414 インドサイ 自然 多摩 S50
415 シロサイ 自然 宮崎 S54
416 シロサイ 人工 九州 S62
417 クロサイ 自然 王子 S40
418 ヒガシクロサイ 人工 野毛山 H24
419 カワイノシシ 自然 横浜動 H19
420 リュウキュウイノシシ 自然 天王寺 S60
421 イボイノシシ 自然 あやめ S33
422 クビワペッカリー 自然 シャボ S61
423 クビワペッカリー 人工 シャボ H07
424 カバ 自然 上野 S32
425 カバ 人工 長崎バ H07
426 コビトカバ 自然 上野 S38
427 グアナコ 自然 野毛山 S50
428 グアナコ 人工 東山 S43
429 ビクーナ 自然 東山 S54
430 ラマ 自然 上野 S37
431 フタコブラクダ 自然 多摩 S42
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432 ヒトコブラクダ 自然 野毛山 S32
433 フタコブｘヒトコブラクダ 自然 みさき S41
434 キバノロ 自然 多摩 S45
435 キバノロ 人工 京都 H04
436 ホエジカ 自然 上野 S36
437 キョン 人工 安佐 S61
438 ホッグシカ 自然 多摩 S38
439 アクシスジカ 自然 上野 S35
440 アクシスジカ 人工 東武 S60
441 ツシマジカ 自然 福岡 H13
442 ダマジカ 自然 井の頭 S44
443 ダマジカ 人工 姫セン H02
444 サンバー 自然 多摩 S47
445 ワピチ 自然 宮崎 S53
446 ワピチ 人工 姫セン S63
447 シセンアカシカ 自然 野毛山 S59
448 アカシカ 自然 釧路 S53
449 トウホクアカシカ 自然 八木山 S62
450 シフゾウ 自然 多摩 S55
451 オジロジカ 自然 群馬 H04
452 アメリカヘラジカ 自然 釧路 S61
453 シベリアヘラジカ 自然 帯広 S63
454 トナカイ 自然 多摩 S43
455 マサイキリン 人工 日本平 S58
456 キリン 自然 福岡 S33
457 オカピ 自然 横浜動 H14
458 プロングホーン 自然 横金沢 H05
459 プロングホーン 人工 横金沢 H07
460 ニヤラ 自然 東武 S58
461 エランド 自然 東山 S32
462 エランド 人工 みさき S58
463 ボンゴ 自然 東山 H02
464 シタツンガ 自然 東武 S58
465 シタツンガ 人工 東武 S62
466 クーズー 自然 東山 S42
467 ニルガイ 自然 上野 S35
468 スイギュウ 自然 あやめ S32
469 アノア 自然 行川 S52
470 アフリカスイギュウ 自然 八木山 S48
471 アフリカスイギュウ 人工 八木山 S47
472 ガウル 自然 野毛山 S63
473 アメリカバイソン 自然 上野 S35
474 アメリカバイソン 人工 帯広 H14
475 ヨーロッパバイソン 自然 京都 S52
476 ヤク 自然 多摩 S41
477 ウォーターバック 自然 東武 S58
478 ウォーターバック 人工 東武 S62
479 ローンアンテロープ 自然 多摩 S49
480 ローンアンテロープ 人工 姫セン H05
481 ゼーブルアンテロープ 自然 宮崎 S53
482 アラビアオリックス 自然 横金沢 H03
483 シロオリックス 自然 多摩 S44
484 シロオリックス 人工 九州 S61
485 ベイサオリックス 自然 天王寺 S32
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486 ゲムズボック 自然 伊豆バイオ S57
487 ゲムズボック 人工 伊豆バイオ S57
488 アダックス 自然 群馬 S58
489 アダックス 人工 東武 S62
490 オグロヌー 自然 福岡 S36
491 カーマハーテビースト 自然 多摩 S47
492 ギュンターディクディク 自然 富士動 H18
493 ギュンターディクディク 人工 富士動 H20
494 ブレスボック 自然 伊豆バイオ S58
495 ブレスボック 人工 伊豆バイオ S61
496 ボンテボック 自然 千葉 H04
497 ブラックバック 自然 野毛山 S32
498 ブラックバック 人工 天王寺 S57
499 スプリングボック 自然 天王寺 S43
500 スプリングボック 人工 宝塚 S56
501 ジェレヌク 自然 富士動 S57
502 コリンガゼル 自然 宝塚 S48
503 トムソンガゼル 自然 安佐 S59
504 トムソンガゼル 人工 豊橋 H18
505 モウコガゼル 自然 天王寺 S53
506 ゴーラル 自然 御在所 S61
507 ゴーラル 人工 姫セン H06
508 スマトラカモシカ 自然 御在所 H05
509 タイワンカモシカ 自然 御在所 S61
510 シロイワヤギ 自然 野毛山 S60
511 シャモア 自然 御在所 S61
512 ゴールデンターキン 自然 多摩 H12
513 ゴールデンターキン 人工 多摩 H09
514 ヒマラヤタール 自然 南紀 S56
515 ノヤギ 自然 群馬 S57
516 マーコール 自然 夢見 S59
517 アイベックス 自然 多摩 S38
518 アイベックス 人工 九州 S61
519 バーラル 自然 京都 S63
520 バーラル 人工授精 姫セン H18
521 バーバリシープ 自然 上野 S32
522 オオツノヒツジ 自然 野毛山 S60
523 ドールシープ 自然 東山 S57
524 ムフロン 自然 多摩 S48
525 ムフロン 人工 南紀 S61
526 オオツノウシ 自然 上野 S37
527 コビトコブウシ 自然 多摩 S35
528 ピグミーゴート 自然 モンキ S44
529 ミミナガヤギ 自然 野毛山 S45
530 ミミナガヤギ 人工 野毛山 S47
531 ジャワマメジカ 自然 上野 H15
532 ダチョウ 人工 フェニ S50
533 レア 自然 東武 S60
534 レア 人工 上野 S51
535 ダーウィンレア 自然 智光山 H04
536 ダーウィンレア 人工 野毛山 S63
537 ヒクイドリ 自然 王子 S60
538 ヒクイドリ 人工 熊本 S53
539 エミュー 自然 宝塚 S33
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540 エミュー 人工 京都 S32
541 カンムリシギダチョウ 自然 横浜動 H14
542 カンムリシギダチョウ 人工 野毛山 S56
543 アレチシギダチョウ 人工 上野 S62
544 チリーシギダチョウ 人工 天王寺 S63
545 コウテイペンギン 人工 南紀 H17
546 オウサマペンギン 自然 長崎水 S41
547 オウサマペンギン 人工 王子 S45
548 アデリーペンギン 自然 名港水 H09
549 ヒゲペンギン 自然 名港水 H08
550 ジェンツーペンギン 自然 松島 H04
551 ジェンツーペンギン 人工 長崎水 H06
552 イワトビペンギン 自然 上野 S56
553 マカロニペンギン 自然 宮島 H06
554 コガタペンギン 自然 葛西水 H08
555 コガタペンギン 人工 八景島 H11
556 ケープペンギン 自然 上野 S51
557 ケープペンギン 人工 上野 S58
558 マゼランペンギン 自然 下関 H01
559 マゼランペンギン 人工 姫セン H07
560 フンボルトペンギン 自然 東山 S32
561 カイツブリ 自然 井の頭 H22
562 カイツブリ 人工 多摩 Ｈ26
563 モモイロペリカン 自然 常盤 S63
564 モモイロペリカン 人工 常盤 S61
565 ハイイロペリカン 自然 常盤 H07
566 カワウ 自然 上野 S32
567 チュウダイサギ 自然 上野 S32
568 アマサギ 自然 上野 H02
569 ササゴイ 自然 周南 H21
570 コサギ 自然 京都 S58
571 コサギ 人工 谷津 S55
572 アオサギ 自然 天王寺 S48
573 ヒロハシサギ 自然 徳山 H04
574 ヒロハシサギ 人工 千葉 H21
575 ミゾゴイ 自然 横浜動 H28
576 シュモクドリ 自然 上野 S63
577 インドトキコウ 自然 フェニ S56
578 ナベコウ 自然 多摩 H02
579 シュバシコウ 自然 天王寺 S40
580 シュバシコウ 人工 京都 S42
581 ニホンコウノトリ 自然 多摩 H01
582 ニホンコウノトリ 人工 多摩 H02
583 アフリカトキコウ 自然 名護 H02
584 マダガスカルトキ 人工 上野 H21
585 アフリカクロトキ 自然 徳山 S51
586 アフリカクロトキ 人工 名護 H02
587 クロトキ 自然 徳山 S47
588 クロトキ 人工 上野 S45
589 シロトキ 自然 多摩 S50
590 シロトキ 人工 多摩 S55
591 ショウジョウトキ 自然 上野 S49
592 ショウジョウトキ 人工 多摩 S55
593 ブロンズトキ 自然 多摩 S55
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594 ブロンズトキ 人工 野毛山 H22
595 アンデスブロンズトキ 人工 多摩 H18
596 カオグロトキ 自然 多摩 H04
597 カオグロトキ 人工 多摩 H15
598 ムギワラトキ 自然 多摩 H04
599 ムギワラトキ 人工 多摩 H16
600 ホオアカトキ 自然 多摩 S62
601 ホオアカトキ 人工 京都 H05
602 ハダダトキ 自然 多摩 H02
603 ハダダトキ 人工 多摩 H20
604 ヘラサギ 自然 鹿児島 S51
605 アフリカヘラサギ 自然 多摩 H01
606 アフリカヘラサギ 人工 とべ H05
607 クロツラヘラサギ 自然 多摩 H09
608 クロツラヘラサギ 人工 多摩 H19
609 ベニヘラサギ 自然 名護 H04
610 ベニイロフラミンゴ 自然 京都 S47
611 ベニイロフラミンゴ 人工 行川 H05
612 ヨーロッパフラミンゴ 自然 上野 S59
613 ヨーロッパフラミンゴ 人工 王子 S56
614 チリーフラミンゴ 自然 越前 S45
615 チリーフラミンゴ 人工 常盤 S51
616 コフラミンゴ 自然 京都 H01
617 コフラミンゴ 人工 京都 H10
618 カンムリサケビドリ 自然 野毛山 H01
619 クロエリサケビドリ 自然 名護 H05
620 リュウキュウガモ 人工 野毛山 S56
621 カザリリュウキュウガモ 人工 埼玉動 H08
622 アカハシリュウキュウガモ 自然 天王寺 S63
623 アカハシリュウキュウガモ 人工 天王寺 S56
624 アカリュウキュウガモ 自然 多摩 S54
625 アカリュウキュウガモ 人工 多摩 S55
626 シロガオリュウキュウガモ 自然 沖縄こ H04
627 シロガオリュウキュウガモ 人工 埼玉動 H08
628 ハシグロリュウキュウガモ 人工 野毛山 S55
629 オオリュウキュウガモ 自然 沖縄こ H04
630 コブハクチョウ 自然 上野 S32
631 コクチョウ 人工 京都 S46
632 クロエリハクチョウ 自然 京都 S43
633 クロエリハクチョウ 人工 京都 S46
634 オオハクチョウ 自然 釧路 S59
635 オオハクチョウ 人工 浜松 H07
636 カモハクチョウ 自然 京都 S52
637 カモハクチョウ 人工 京都 S52
638 サカツラガン 自然 多摩 S63
639 サカツラガン 人工 多摩 S57
640 ヒメマガン 自然 千葉 H05
641 ヒメマガン 人工 千葉 H02
642 マガン 自然 浜松 H19
643 マガン 人工 浜松 H14
644 カリガネ 自然 多摩 S55
645 カリガネ 人工 多摩 S54
646 ヒシクイ 人工 多摩 H28
647 ハイイロガン 自然 多摩 S46
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648 ハイイロガン 人工 多摩 S51
649 キバシハイイロガン 自然 千葉 H03
650 キバシハイイロガン 人工 千葉 H04
651 インドガン 自然 京都 S41
652 インドガン 人工 天王寺 S54
653 ハクガン 自然 上野 S43
654 ハクガン 人工 上野 S59
655 ミカドガン 人工 徳山 H14
656 ハワイガン 自然 八木山 S60
657 ハワイガン 人工 八木山 S58
658 カナダガン 自然 八木山 S47
659 カナダガン 人工 八木山 S49
660 シジュウガラガン 自然 八木山 S61
661 シジュウガラガン 人工 八木山 S61
662 カオジロガン 自然 八景島 H13
663 カオジロガン 人工 円山 S51
664 コクガン 自然 多摩 H04
665 コクガン 人工 多摩 S63
666 アオガン 人工 円山 H03
667 ロウバシガン 自然 王子 S57
668 ロウバシガン 人工 多摩 S56
669 マゼランガン 自然 京都 S45
670 マゼランガン 人工 八木山 S56
671 アカツクシガモ 自然 帯広 S48
672 アカツクシガモ 人工 姫セン H07
673 ツクシガモ 自然 上野 S54
674 ツクシガモ 人工 豊橋 S52
675 クロツメバガン 自然 千葉 H05
676 コブガモ 人工 安佐 S51
677 クビワコガモ 自然 名護 H02
678 クビワコガモ 人工 市川 H09
679 アメリカオシ 自然 日本平 S50
680 アメリカオシ 人工 日本平 S50
681 オシドリ 自然 福岡 S36
682 オシドリ 人工 野毛山 S32
683 タテガミガン 自然 東武 S60
684 タテガミガン 人工 井の頭 S55
685 アカアシコガモ 人工 天王寺 S61
686 ヨシガモ 自然 井の頭 H01
687 ヨシガモ 人工 井の頭 H11
688 オカヨシガモ 自然 井の頭 H05
689 オカヨシガモ 人工 井の頭 H11
690 トモエガモ 自然 井の頭 H05
691 トモエガモ 人工 富山 H13
692 コガモ 自然 旭山 H04
693 コガモ 人工 旭山 H08
694 アカハシコガモ 自然 豊橋 H07
695 アカハシコガモ 人工 豊橋 H07
696 メキシコマガモ 人工 野毛山 S51
697 ハワイマガモ 自然 野毛山 S51
698 ハワイマガモ 人工 野毛山 S51
699 レイサンマガモ 自然 野毛山 S53
700 レイサンマガモ 人工 野毛山 S53
701 アカノドカルガモ 人工 天王寺 S62
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702 カンムリガモ 自然 井の頭 S61
703 オナガガモ 自然 安佐 S52
704 オナガガモ 人工 安佐 S57
705 ホオジロオナガガモ 自然 シャボ S61
706 ホオジロオナガガモ 人工 シャボ S59
707 アカハシオナガガモ 自然 多摩 H19
708 アカハシオナガガモ 人工 多摩 H14
709 ヒドリガモ 自然 旭山 H11
710 ヒドリガモ 人工 多摩 S55
711 ワキアカヒドリ 人工 埼玉動 H07
712 シマアジ 自然 井の頭 H04
713 シマアジ 人工 旭山 H09
714 ハジビロガモ 自然 千葉 H02
715 ハジビロガモ 人工 千葉 H02
716 ウスユキガモ 自然 埼玉動 H13
717 ウスユキガモ 人工 埼玉動 H13
718 アカハシハジロ 自然 天王寺 S63
719 アカハシハジロ 人工 上野 S49
720 ベニバシガモ 自然 姫セン S62
721 ベニバシガモ 人工 群馬 S57
722 ホシハジロ 自然 京都 H01
723 ホシハジロ 人工 京都 H01
724 メジロガモ 人工 天王寺 H02
725 キンクロハジロ 自然 天王寺 S46
726 キンクロハジロ 人工 天王寺 S46
727 スズガモ 自然 井の頭 H05
728 スズガモ 人工 旭山 H08
729 ホオジロガモ 人工 多摩 S61
730 ミコアイサ 自然 市川 H12
731 オウギアイサ 自然 千葉 S63
732 オウギアイサ 人工 千葉 H01
733 カワアイサ 自然 富山 H13
734 カワアイサ 人工 富山 H19
735 アカオタテガモ 人工 埼玉動 H06
736 コバシオタテガモ 自然 市川 H05
737 コバシオタテガモ 人工 市川 H07
738 ヒメコンドル 自然 多摩 H09
739 ヒメコンドル 人工 上野 H02
740 クロコンドル 自然 東山 S57
741 クロコンドル 人工 東山 S61
742 アンデスコンドル（コンドル） 自然 野毛山 S48
743 アンデスコンドル 人工 野毛山 S55
744 トビ 自然 上野 S32
745 トビ 人工 旭山 H04
746 シロガシラトビ 自然 多摩 S54
747 ハクトウワシ 自然 釧路 H12
748 ハクトウワシ 人工 釧路 H24
749 オジロワシ 自然 多摩 S52
750 オジロワシ 人工 釧路 H02
751 オオワシ 自然 円山 H06
752 オオワシ 人工 旭山 H20
753 ダルマワシ 自然 多摩 H09
754 オオタカ 自然 八木山 H01
755 オオタカ 人工 旭山 S63
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動物名 区分 園館名 受賞年度

756 サシバ 自然 福岡 S49
757 ノスリ 自然 帯広 S61
758 ノスリ 人工 八木山 H02
759 ニホンイヌワシ 人工 八木山 H02
760 イヌワシ 自然 円山 H03
761 クマタカ 自然 釧路 H15
762 クマタカ 人工 釧路 H21
763 ヘビクイワシ 自然 千葉 H10
764 ヘビクイワシ 人工 東武 H28
765 オージュボンカラカラ 自然 福岡 S63
766 オージュボンカラカラ 人工 福岡 H04
767 チョウゲンボウ 自然 八木山 S61
768 チョウゲンボウ 人工 八木山 H02
769 コシジロハゲワシ 自然 上野 H25
770 ヤブツカツクリ 自然 上野 H06
771 ヤブツカツクリ 人工 天王寺 S61
772 アカオヒメシャクケイ 人工 川崎 S55
773 ムジヒメシャクケイ 人工 京都 H03
774 チャムネシャッケイ 人工 野毛山 S56
775 オオホウカンチョウ 自然 とべ H08
776 オオホウカンチョウ 人工 とべ H09
777 ハゲガオホウカンチョウ 人工 天王寺 S39
778 アオコブホウカンチョウ 人工 名護 H23
779 ライチョウ 自然 大町 H12
780 ライチョウ 人工 大町 H12
781 スバールバルライチョウ 人工 上野 H23
782 ヤセイシチメンチョウ 人工 上野 S47
783 ヒョウモンシチメンチョウ 人工 上野 S55
784 エゾライチョウ 自然 上野 H13
785 ヨーロッパオオライチョウ 自然 大町 H11
786 ヨーロッパオオライチョウ 人工 横浜動 Ｈ26
787 アカアシイワシャコ 人工 上野 S49
788 ノドグロイワシャコ 人工 天王寺 H08
789 シマシャコ 人工 上野 S47
790 ヒメウズラ 自然 埼玉動 S61
791 ヒメウズラ 人工 埼玉動 S60
792 カンムリシャコ 自然 上野 H20
793 カンムリシャコ 人工 野毛山 S52
794 タンザニアアカノドシャコ 自然 天王寺 H09
795 タンザニアアカノドシャコ 人工 天王寺 H08
796 マダガスカルシャコ 人工 天王寺 H09
797 テッケイ 自然 上野 S43
798 ヒオドシジュケイ 自然 千葉 H06
799 ヒオドシジュケイ 人工 上野 S62
800 ベニジュケイ 自然 天王寺 S60
801 ベニジュケイ 人工 天王寺 S55
802 ミノキジ 人工 天王寺 S58
803 ニジキジ 自然 天王寺 H01
804 ニジキジ 人工 上野 S32
805 セイロンヤケイ 自然 千葉 H02
806 セイロンヤケイ 人工 多摩 S45
807 ハイイロヤケイ 自然 多摩 S57
808 ハイイロヤケイ 人工 上野 S43
809 アオエリヤケイ 自然 日本平 S53



16

動物名 区分 園館名 受賞年度

810 アオエリヤケイ 人工 日本平 S53
811 シマハッカン 自然 天王寺 S61
812 シマハッカン 人工 東山 S31
813 コサンケイ 自然 天王寺 H03
814 コサンケイ 人工 天王寺 S52
815 オジロコサンケイ 自然 横浜動 H14
816 オジロコサンケイ 人工 横浜動 H12
817 サンケイ 自然 上野 S55
818 ウチワキジ 人工 野毛山 S53
819 ミヤマハッカン 自然 天王寺 S60
820 ウスズミハッカン 自然 天王寺 S60
821 シロカケイ 人工 王子 S58
822 シロカケイ 人工授精 姫路動 H06
823 アオカケイ 自然 安佐 S60
824 アオカケイ 人工 安佐 S61
825 アオカケイ 人工授精 鯖江 H20
826 ミミキジ 人工 日本平 S53
827 ミミキジ 人工授精 姫路動 H19
828 カンムリキジ 自然 上野 H12
829 カンムリキジ 人工 上野 S32
830 カラヤマドリ 自然 豊橋 H01
831 カラヤマドリ 人工 上野 S45
832 ビルマカラヤマドリ 自然 豊橋 H01
833 ビルマカラヤマドリ 人工 野毛山 S52
834 ヤマドリ 人工 上野 S32
835 コシジロヤマドリ 人工 上野 S47
836 コシジロヤマドリ 人工授精 上野 H13
837 シコクヤマドリ 人工 井の頭 H01
838 ウスアカヤマドリ 人工 井の頭 H01
839 アカヤマドリ 人工 天王寺 H02
840 キタヤマドリ 人工授精 盛岡 H05
841 オナガキジ 自然 浜松 S62
842 オナガキジ 人工 東山 S32
843 コウライキジ 人工授精 天王寺 S59
844 カッショクコクジャク 人工 大宮 H01
845 ハイイロコクジャク 自然 井の頭 S39
846 ハイイロコクジャク 人工 埼玉動 S57
847 パラワンコクジャク 自然 京都 S56
848 パラワンコクジャク 人工 上野 S53
849 カンムリセイラン 自然 横浜動 H14
850 カンムリセイラン 人工 横浜動 H23
851 セイラン 自然 天王寺 H03
852 セイラン 人工 天王寺 S37
853 コンゴクジャク 自然 横浜動 H17
854 カブトホロホロチョウ 自然 シャボ S60
855 カブトホロホロチョウ 人工 多摩 S58
856 フサホロホロチョウ 人工 栗林 S32
857 クロヅル 自然 井の頭 S45
858 クロヅル 人工 千葉 H07
859 オグロヅル 人工 上野 H17
860 オグロヅル 自然 上野 H22
861 ナベヅル 自然 鹿児島 S60
862 ナベヅル 人工 鹿児島 S58
863 オオカナダヅル 人工 上野 S57
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動物名 区分 園館名 受賞年度

864 カナダヅル 自然 天王寺 H07
865 タンチョウ 人工 上野 S32
866 タンチョウ 人工授精 多摩 S56
867 マナヅル 人工 上野 S32
868 マナヅル 人工授精 上野 S53
869 エリジロオオヅル 自然 谷津 S34
870 エリジロオオヅル 人工 上野 S32
871 ソデグロヅル 人工授精 多摩 H09
872 ソデグロヅル 自然 多摩 H22
873 ホオカザリヅル 自然 多摩 S59
874 ホオカザリヅル 人工 多摩 S56
875 アネハヅル 自然 到津 H01
876 アネハヅル 人工 多摩 S45
877 アネハヅル 人工授精 大森山 H08
878 ハゴロモヅル 自然 安佐 S48
879 ハゴロモヅル 人工 安佐 S48
880 ホオジロカンムリヅル 自然 福岡 H15
881 ホオジロカンムリヅル 人工 京都 S46
882 ラッパチョウ 自然 上野 H12
883 ラッパチョウ 人工 上野 H11
884 ヒクイナ 自然 福岡 H05
885 シロハラクイナ 自然 安佐 S52
886 シロハラクイナ 人工 安佐 S52
887 バン 自然 京都 S46
888 バン 人工 京都 S46
889 オオバン 人工 谷津 S41
890 ヤンバルクイナ 自然 名護 H19
891 セイケイ 自然 鹿児島 S50
892 セイケイ 人工 井の頭 S43
893 クイナ 自然 多摩 H19
894 クイナ 人工 多摩 H20
895 カグー 自然 野毛山 H03
896 カグー 人工 野毛山 H03
897 セネガルショウノガン 人工 のいち H16
898 セネガルショウノガン 自然 のいち H21
899 クロエリセイタカシギ 自然 上野 H10
900 クロエリセイタカシギ 人工 上野 H10
901 ソリハシセイタカシギ 自然 上野 H12
902 ソリハシセイタカシギ 人工 上野 H10
903 ツメバゲリ 自然 上野 H13
904 ツメバゲリ 人工 海遊館 H05
905 シロガシラトサカゲリ 自然 名護 H05
906 シロガシラトサカゲリ 人工 名護 H04
907 シロクロゲリ 自然 埼玉動 H17
908 シロクロゲリ 人工 埼玉動 H16
909 ケリ 自然 野毛山 H01
910 ウミネコ 自然 天王寺 S48
911 ウミネコ 人工 円山 S61
912 オオセグロカモメ 自然 小樽水 S49
913 オオセグロカモメ 人工 円山 S60
914 ユリカモメ 自然 多摩 H05
915 ギンカモメ 自然 福岡 H04
916 ギンカモメ 人工 福岡 H17
917 インカアジサシ 自然 上野 H08
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動物名 区分 園館名 受賞年度

918 ニシツノメドリ 自然 葛西水 H05
919 ニシツノメドリ 人工 葛西水 H06
920 エトピリカ 自然 葛西水 H05
921 ウミガラス 自然 葛西水 H13
922 ミヤコドリ 人工 安佐 H23
923 ベニバト 自然 到津 S57
924 キジバト 人工 旭山 H24
925 キンバト 自然 日本平 S57
926 レンジャクバト 自然 多摩 S62
927 チョウショウバト 自然 宝塚 S56
928 チョウショウバト 人工 智光山 H18
929 ケアシスズメバト 自然 埼玉動 H02
930 キンミノバト 自然 野毛山 S50
931 カラスバト 自然 大島 H11
932 カラスバト 人工 多摩 H15
933 アカガシラカラスバト 自然 上野 H16
934 アカガシラカラスバト 人工 上野 H20
935 ヒムネバト 自然 かみね S59
936 カンムリバト 自然 井の頭 S48
937 オウギバト 自然 沖縄こ S56
938 オウギバト 人工 福岡 H16
939 ムネアカカンムリバト 自然 熊本 H06
940 ハシブトアオバト 人工 宝塚 S59
941 アオバト 自然 多摩 H24
942 ミカドバト 自然 上野 S59
943 オオミカドバト 自然 横浜動 H19
944 オオミカドバト 人工 横浜動 H23
945 ソデグロバト 自然 上野 S55
946 ソデグロバト 人工 福岡 H07
947 キエリボウシインコ 人工 王子 H24
948 オオキボウシインコ 自然 長崎バ Ｈ26
949 ハツハナインコ 自然 埼玉動 H24
950 コシジロインコ 自然 行川 H12
951 ゴシキセイガイインコ 自然 淡路 H02
952 ゴシキセイガイインコ 人工 南紀 H16
953 スンバゴシキセイガイインコ 自然 埼玉動 H09
954 オトメズグロインコ 自然 高知 H09
955 モモイロインコ 自然 円山 H15
956 コバタン 自然 佐世保 S61
957 コキサカオウム 自然 埼玉動 H17
958 コキサカオウム 人工 埼玉動 H14
959 アルーキバタン 自然 姫セン H10
960 オオバタン 自然 埼玉動 H04
961 オオバタン 人工 埼玉動 H01
962 タイハクオウム 自然 姫セン H07
963 タイハクオウム 人工 埼玉動 H08
964 シロビタイムジオウム 自然 高知 H10
965 シロビタイムジオウム 人工 高知 H28
966 ソロモンオウム 自然 淡路 H29
967 オオハナインコ 自然 日本平 H05
968 ミカヅキインコ 自然 姫セン H03
969 テンニョインコ 自然 姫セン H03
970 ユーカリインコ 自然 高知 H15
971 アカクサインコ 自然 東山 H05
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動物名 区分 園館名 受賞年度

972 ナナクサインコ 自然 東山 S56
973 サメクサインコ 自然 東山 S62
974 ココノエインコ 自然 淡路 H08
975 ビセイインコ 自然 福岡 H01
976 アキクサインコ 自然 東山 S56
977 キキョウインコ 自然 東山 S56
978 ヨウム 自然 海中動 H09
979 サトウチョウ 自然 円山 H10
980 ワカケホンセイインコ 自然 埼玉動 S58
981 オオダルマインコ 自然 淡路 H07
982 ダルマインコ 自然 天王寺 S57
983 コガネメキシコインコ 自然 高知 Ｈ26
984 ルリコンゴウインコ 自然 王子 S44
985 ルリコンゴウインコ 人工 福岡 H04
986 ミドリコンゴウインコ 自然 シャボ H06
987 ミドリコンゴウインコ 人工 埼玉動 H15
988 ヒワコンゴウインコ 自然 王子 S59
989 ヒワコンゴウインコ 人工 安佐 H25
990 アカコンゴウインコ 自然 安佐 S57
991 アカコンゴウインコ 人工 埼玉動 H03
992 ベニコンゴウインコ 自然 長崎鼻 H06
993 ベニコンゴウインコ 人工 長崎鼻 H08
994 アカミミコンゴウインコ 自然 千葉 H16
995 アカビタイヒメコンゴウインコ 自然 東山 H20
996 イワインコ 自然 東山 H03
997 アオボウシインコ 自然 とべ H10
998 アオボウシインコ 人工 岡崎動 H16
999 ブドウイロボウシインコ 自然 安佐 S61
1000 カルカヤインコ 自然 埼玉動 H23
1001 カンムリエボシドリ 自然 井の頭 H19
1002 シロハラハイイロエボシドリ 自然 上野 H28
1003 シロハラハイイロエボシドリ 人工 上野 H29
1004 ニシムラサキエボシドリ 自然 行川 H03
1005 ニシムラサキエボシドリ 人工 埼玉動 H20
1006 ムジエボシドリ 自然 行川 H03
1007 ムジエボシドリ 人工 埼玉動 H16
1008 ホオジロエボシドリ 自然 京都 S50
1009 アカガシラエボシドリ 自然 日本平 S51
1010 オウカンエボシドリ 自然 京都 S57
1011 ホオジロエボシドリ 自然 高知 H13
1012 メンフクロウ 自然 大森山 S54
1013 コノハズク 自然 旭山 H06
1014 コノハズク 人工 旭山 H11
1015 オオコノハズク 自然 旭山 S56
1016 オオコノハズク 人工 旭山 S57
1017 リュウキュウオオコノハズク 人工 沖縄こ H27
1018 クロワシミミズク 人工 神戸 H28
1019 アメリカワシミミズク 自然 円山 H02
1020 ワシミミズク 自然 多摩 S46
1021 ワシミミズク 人工 野毛山 S58
1022 シマフクロウ 自然 釧路 H08
1023 シマフクロウ 人工 釧路 H11
1024 アオバズク 自然 豊橋 S62
1025 アナホリフクロウ 自然 上野 S61
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動物名 区分 園館名 受賞年度

1026 シロフクロウ 自然 宝塚 S63
1027 シロフクロウ 人工 釧路 H02
1028 エゾフクロウ 自然 帯広 S56
1029 エゾフクロウ 人工 釧路 H02
1030 フクロウ 自然 八木山 S59
1031 フクロウ 人工 八木山 S57
1032 モリフクロウ 自然 埼玉動 Ｈ26
1033 モリフクロウ 人工 埼玉動 Ｈ26
1034 トラフズク 自然 帯広 S58
1035 オーストラリアガマグチヨタカ 自然 埼玉動 H18
1036 オーストラリアガマグチヨタカ 人工 埼玉動 H18
1037 チャムネエメラルドハチドリ 自然 多摩 H05
1038 アカガオネズミドリ 自然 上野 S62
1039 カワセミ 自然 豊橋 S63
1040 ワライカワセミ 自然 天王寺 S62
1041 ワライカワセミ 人工 天王寺 H01
1042 アオバネワライカワセミ 自然 横金沢 H12
1043 アオバネワライカワセミ 人工 横金沢 H06
1044 アオショウビン 自然 日本平 S60
1045 ライラックニシブッポウソウ 自然 埼玉動 H16
1046 ライラックニシブッポウソウ 人工 埼玉動 Ｈ26
1047 ヤツガシラ 自然 京都 H05
1048 カンムリコサイチョウ 自然 埼玉動 H15
1049 セグロコサイチョウ 自然 埼玉動 H16
1050 アカバシコサイチョウ 自然 淡路 S62
1051 キタカササギサイチョウ 自然 福岡 H18
1052 オオサイチョウ 自然 とべ H04
1053 サイチョウ 自然 日本平 H15
1054 ミナミジサイチョウ 自然 埼玉動 H22
1055 オニオオハシ 自然 名護 H05
1056 アカゲラ 自然 旭山 H12
1057 キバラオオタイランチョウ 自然 上野 H12
1058 アンデスイワドリ 自然 千葉 S63
1059 ヒバリ 自然 上野 H14
1060 ヒバリ 人工 豊橋 H16
1061 ハクセキレイ 自然 豊橋 H17
1062 キセキレイ 自然 豊橋 H08
1063 セグロセキレイ 自然 豊橋 H20
1064 ヒヨドリ 自然 旭山 H06
1065 コウラウン 自然 東武 S58
1066 ミソサザイ 自然 豊橋 H09
1067 キレンジャク 自然 旭山 H09
1068 コマドリ 自然 豊橋 H05
1069 コマドリ 人工 豊橋 H09
1070 コルリ 自然 豊橋 H17
1071 イソヒヨドリ 自然 豊橋 H19
1072 アカハラ 自然 埼玉動 H02
1073 アカハラ 人工 埼玉動 H08
1074 クロツグミ 自然 埼玉動 H02
1075 クロツグミ 人工 埼玉動 H05
1076 ツグミ 自然 豊橋 H16
1077 トラツグミ 自然 豊橋 H18
1078 アカコッコ 自然 上野 S35
1079 シロハラ 自然 東山 H18
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動物名 区分 園館名 受賞年度

1080 マミジロ 自然 上野 H11
1081 ジョウビタキ 自然 豊橋 H15
1082 ハクオウチョウ 自然 野毛山 H02
1083 ハクオウチョウ 人工 宮沢湖 H07
1084 ガビチョウ 自然 東武 S60
1085 アカオガビチョウ 自然 徳島 H11
1086 シロスジガビチョウ 自然 徳島 H14
1087 ウグイス 自然 豊橋 H20
1088 キビタキ 自然 豊橋 H09
1089 オオルリ 自然 豊橋 H04
1090 オオルリ 人工 豊橋 H16
1091 シジュウガラ 自然 上野 H02
1092 メジロ 自然 埼玉動 H02
1093 ホオジロ 自然 豊橋 H06
1094 アオジ 自然 豊橋 H08
1095 キンノジコ 自然 姫セン H03
1096 クロジ 自然 豊橋 H19
1097 コウカンチョウ 自然 宝塚 S57
1098 ギンバシベニフウキンチョウ 自然 のいち H10
1099 カンムリオオツリスドリ 自然 名護 H07
1100 カワラヒワ 自然 上野 S50
1101 ウソ 自然 埼玉動 H07
1102 シロガシラウシハタオリ 自然 埼玉動 H20
1103 スズメ 人工 旭山 H11
1104 セイキムクドリ 自然 上野 H04
1105 ツキノワテリムク 自然 埼玉動 H13
1106 カンムリシロムク 自然 上野 S51
1107 カーレン 自然 多摩 S47
1108 キュウカンチョウ 自然 豊橋 S63
1109 キュウカンチョウ 人工 豊橋 H01
1110 ベニフウチョウ 自然 長崎鼻 S55
1111 アカカザリフウチョウ 自然 福岡 H08
1112 カンムリサンジャク 自然 京都 H04
1113 ルリカケス 自然 平川 S61
1114 ルリカケス 人工 上野 H11
1115 ヤマムスメ 自然 井の頭 S39
1116 カミツキガメ 自然 鳥羽 S63
1117 ワニガメ 人工 長島サニー S57
1118 トウブドロガメ 人工 海遊館 H07
1119 オオアタマヒメニオイガメ 人工 アンデ H03
1120 ミシシッピニオイガメ 人工 アンデ H13
1121 コロンビアクジャクガメ 人工 八木山 S60
1122 カンボジアモエギハコガメ 人工 円山 H17
1123 ミナミイシガメ 人工 姫路水 S62
1124 アンナンガメ 人工 アンデ H11
1125 キボシイシガメ 人工 姫路水 S62
1126 シロミミガメ 人工 姫路水 H01
1127 フロリダアカハラガメ 自然 天王寺 H11
1128 フロリダアカハラガメ 人工 天王寺 H15
1129 ヤエヤマセマルハコガメ 自然 上野 H06
1130 ヤエヤマセマルハコガメ 人工 上野 H06
1131 トウブハコガメ 自然 安佐 H16
1132 トウブハコガメ 人工 安佐 H04
1133 ガルフコーストハコガメ 自然 宮崎 S60
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1134 ガルフコーストハコガメ 人工 宮崎 S60
1135 ミツユビハコガメ 自然 遊亀 H13
1136 ハミルトンガメ 人工 野毛山 H22
1137 インドセタカガメ 自然 野毛山 H14
1138 インドセタカガメ 人工 野毛山 H19
1139 スペングラーヤマガメ 人工 円山 Ｈ26
1140 リュウキュウヤマガメ 人工 沖縄こ Ｈ26
1141 ムオヒラセガメ 人工 円山 H29
1142 アカアシガメ 人工 京都 S60
1143 アカアシガメ 自然 京都 H10
1144 エロンガータリクガメ 自然 京都 H10
1145 エロンガータリクガメ 人工 アンデ H10
1146 ムツアシガメ 人工 野毛山 H10
1147 アルダブラゾウガメ 人工 アンデ H06
1148 ヒョウモンガメ 自然 天王寺 H15
1149 ヒョウモンガメ 人工 宮崎 S59
1150 ホウシャガメ 人工 野毛山 H22
1151 ケヅメリクガメ 自然 茶臼山 H20
1152 ケヅメリクガメ 人工 遊亀 H12
1153 インドホシガメ 自然 福山 H14
1154 インドホシガメ 人工 王子 H11
1155 ビルマホシガメ 自然 東山 H15
1156 ベルセオリガメ 人工 横浜動 H19
1157 パンケーキリクガメ 自然 東山 H15
1158 パンケーキリクガメ 人工 上野 H12
1159 エジプトリクガメ 自然 野毛山 H06
1160 エジプトリクガメ 人工 野毛山 H14
1161 ホルスフィールドリクガメ 人工 茶臼山 H21
1162 キバラクモノスガメ 人工 野毛山 H27
1163 ヘサキリクガメ 人工 野毛山 H29
1164 アカウミガメ 自然 串本 H08
1165 アカウミガメ 人工 名港水 H16
1166 アオウミガメ 自然 沖縄水 H13
1167 アオウミガメ 人工 越前 H23
1168 タイマイ 人工 名港水 H16
1169 タイマイ 自然 沖縄水 H29
1170 スッポンモドキ 人工 名港水 H21
1171 ウスグロヨコクビハコガメ 人工 アンデ H04
1172 クリイロヨコクビハコガメ 自然 上野 Ｈ26
1173 モンキヨコクビガメ 人工 姫路水 H03
1174 ニューギニアナガヘビクビガメ 自然 天王寺 H15
1175 ニューギニアヘビクビガメ 人工 京都 S62
1176 オーストラリアナガクビガメ 人工 姫路水 H05
1177 オーストラリアマゲクビガメ 人工 アンデ H03
1178 ジェフロイカエルガメ 人工 鳥羽 H11
1179 ジョフロアカエルガメ 自然 鳥羽 H23
1180 ヒラリーカエルガメ 人工 鳥羽 H07
1181 ヒメカエルガメ 人工 香嵐渓 H02
1182 ジーベンロックナガクビガメ 自然 アンデ H12
1183 ジーベンロックナガクビガメ 人工 豊橋 H04
1184 ニューギニアカブトガメ 自然 鳥羽 H07
1185 ニューギニアカブトガメ 人工 鳥羽 H14
1186 ニシキマゲクビガメ 自然 鳥羽 H07
1187 ニシキマゲクビガメ 人工 王子 Ｈ26
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1188 ヨウスコウワニ 人工 円山 H14
1189 パラグアイメガネカイマン 人工 日本平 S52
1190 メガネカイマン 自然 徳島 S55
1191 メガネカイマン 人工 男鹿 S48
1192 オーストラリアワニ 人工 熱川 H18
1193 シャムワニ 人工 長島サニー S57
1194 コンゴコガタワニ 自然 安佐 S61
1195 ニシアフリカコビトワニ 人工 上野 S49
1196 ガビアルモドキ 人工 草津 H16
1197 ナイトアノール 自然人工 東山 H04
1198 チャイロバシリスク 自然 八木山 H09
1199 チャイロバシリスク 人工 八木山 H05
1200 ノギハラバシリスク 人工 東山 H04
1201 グリーンバシリスク 人工 草津 H06
1202 グリーンイグアナ 自然 京都 H10
1203 グリーンイグアナ 人工 京都 H09
1204 アオハリトカゲ 自然 天王寺 H08
1205 エリマキトカゲ 人工 草津 H08
1206 サキシマキノボリトカゲ 人工 上野 H07
1207 ウォータードラゴン 自然 八木山 S61
1208 インドシナウォータードラゴン 人工 安佐 H01
1209 フトアゴヒゲトカゲ 人工 東武 H14
1210 オキナワキノボリトカゲ 人工 沖縄こ H23
1211 ソマリコノハカメレオン 自然 横浜動 H19
1212 ヒョウモントカゲモドキ 自然 天王寺 H14
1213 ヒョウモントカゲモドキ 人工 上野 S45
1214 トッケイヤモリ 自然 八木山 H03
1215 ムーアヤモリ 人工 東山 H04
1216 ヤシヤモリ 人工 東山 H04
1217 ゴマバラトカゲモドキ 人工 東山 H16
1218 ニシアフリカトカゲモドキ 自然 福岡 H20
1219 ニシアフリカトカゲモドキ 人工 福岡 H19
1220 マダガスカルミドリヤモリ 人工 草津 H10
1221 クールトビヤモリ 自然 上野 Ｈ26
1222 スベビタイヘラオヤモリ 自然 上野 H22
1223 オカダトカゲ 自然 上野 H04
1224 オマキトカゲ 自然 旭山 H08
1225 ヒガシアオジタトカゲ 自然 東山 H06
1226 キシノウエトカゲ 自然 沖縄こ Ｈ26
1227 ワレンヨロイトカゲ 自然 天王寺 H09
1228 アルマジロトカゲ 自然 埼玉動 H22
1229 チュウゴクワニトカゲ 自然 上野 H22
1230 ミズオオトカゲ 自然 円山 S57
1231 アオホソオオトカゲ 人工 円山 Ｈ26
1232 ブラーミニミミズヘビ 自然 上野 H13
1233 カリナータパシフィックボア 自然 上野 H11
1234 コロンビアレインボーボア 自然 上野 S44
1235 ケニアスナボア 自然 安佐 S52
1236 オオアナコンダ 自然 佐世保 H09
1237 キイロアナコンダ 人工 天王寺 S53
1238 ヒイロニシキヘビ 自然 福岡 H14
1239 ヒイロニシキヘビ 人工 日本平 H01
1240 インドニシキヘビ 自然 上野 S43
1241 ボールニシキヘビ 自然 上野 H11
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1242 ボールニシキヘビ 人工 上野 S47
1243 アミメニシキヘビ 自然 宝塚 S56
1244 アミメニシキヘビ 人工 宝塚 S59
1245 アフリカニシキヘビ 自然 とべ H07
1246 アフリカニシキヘビ 人工 とべ H06
1247 ヒバカリ 人工 上野 H07
1248 ガラスヒバァ 自然 長崎鼻 H09
1249 ジムグリ 人工 野毛山 H24
1250 キイロネズミヘビ 人工 京都 S51
1251 クロネズミヘビ（アルビノ） 人工 天王寺 S63
1252 アレナリウスヘビ 人工 上野 S44
1253 アカダイショウ 人工 八木山 S60
1254 ディアディマヘビ 人工 上野 S45
1255 スジミズヘビ 自然 鳥羽 H18
1256 オリーブミズヘビ 自然 鳥羽 H16
1257 ヒロクチミズヘビ 自然 鳥羽 H16
1258 クリイロミズヘビ 人工 天王寺 S55
1259 シナミズヘビ 自然 アンデ H11
1260 スジオナメラ 人工 天王寺 S51
1261 フロリダキングヘビ 人工 京都 S53
1262 カリフォルニアキングヘビ 人工 安佐 H01
1263 マダラキングヘビ 人工 上野 S44
1264 ミルクヘビ 人工 東山 H04
1265 サキシマバイカダ 人工 沖縄こ H24
1266 ニシリボンヘビ 自然 東山 H04
1267 ウラコアガラガラヘビ 自然 上野 H06
1268 ヒメハブ 自然 長崎鼻 H06
1269 トウホクサンショウウオ 自然 新潟 H09
1270 ヒダサンショウウオ 人工 京都 S60
1271 カスミサンショウウオ 自然 長崎鼻 H08
1272 クロサンショウウオ 自然 岐阜水 H21
1273 ホクリクサンショウウオ 自然 石川 H14
1274 コガタブチサンショウウオ 自然 岐阜水 H24
1275 ブチサンショウウオ 自然 岐阜水 H28
1276 アベサンショウウオ 自然 石川 H24
1277 オオイタサンショウウオ（高知県産） 自然 高知 H24
1278 キタサンショウウオ 自然 小樽水 H23
1279 ハクバサンショウウオ 自然 茶臼山 Ｈ26
1280 オオサンショウウオ 自然 安佐 S56
1281 オオサンショウウオ 人工 安佐 S61
1282 オビタイガーサラマンダー 自然 大分 H25
1283 シリケンイモリ 自然 長崎鼻 H05
1284 マダラサラマンドラ 自然 上野 S48
1285 ファイヤーサラマンダー 人工 東山 H06
1286 イボイモリ 自然 長崎鼻 H05
1287 ミナミイボイモリ 人工 東山 H12
1288 コモリガエル(ヒラタピパ) 自然 のいち H19
1289 ネッタイツメガエル 自然 鳥羽 H11
1290 スズガエル 人工 東山 H04
1291 キバラスズガエル 自然 天王寺 H17
1292 ベルツノガエル 自然 上野 H03
1293 ナンベイウシガエル 自然 鳥羽 H11
1294 ナガヒキガエル 自然 岐阜水 H22
1295 ドルビグニーヒキガエル 人工 安佐 H05
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1296 ミドリヤドクガエル 自然 東山 H08
1297 セマダラヤドクガエル 自然 サンシ H19
1298 アマゾンヤドクガエル 自然 東山 H10
1299 ミイロヤドクガエル 自然 鳥羽 H11
1300 アイゾメヤドクガエル 人工 東山 H12
1301 ハイユウヤドクガエル 人工 東山 H12
1302 コバルトヤドクガエル 人工 東山 H13
1303 キオビヤドクガエル 自然 お魚館 H17
1304 キオビヤドクガエル 人工 東山 H13
1305 アシグロフキヤドクガエル 人工 東山 H13
1306 キスジフキヤドクガエル 人工 東山 H13
1307 ルグブリスフキヤガエル 人工 上野 H20
1308 アミメヤドクガエル 自然 淡島 H25
1309 ミスジヤドクガエル 自然 淡島 Ｈ26
1310 モウドクフキヤガエル 自然 円山 H27
1311 ニホンアカガエル 自然 葛西水 H21
1312 エゾアカガエル 自然 円山 H28
1313 イシカワガエル 自然 長崎鼻 H06
1314 リュウキュウアカガエル 自然 長崎鼻 H07
1315 トウキョウダルマガエル 自然 井の頭 H27
1316 タゴガエル 自然 高知 H25
1317 ナガレタゴガエル 人工 越前 H24
1318 オットンガエル 自然 長崎鼻 H13
1319 ヤマアカガエル 自然 岐阜水 H22
1320 ツチガエル 自然 井の頭 H20
1321 ナゴヤダルマガエル 自然 安佐 H23
1322 アカメアマガエル 自然 上野 H02
1323 アメリカアマガエル 人工 東山 H04
1324 キューバアマガエル 自然 サンシ H12
1325 テヅカミネコメアマガエル 自然 鳥羽 H12
1326 フィリピンウキガエル 人工 草津 H08
1327 ジュウジメドクアマガエル 自然 淡島 H25
1328 ケンランフリンジアマガエル 自然 淡島 H27
1329 トラフフリンジアマガエル 自然 淡島 H27
1330 サビトマトガエル 自然 上野 Ｈ26
1331 リュウキュウカジカガエル 自然 長崎鼻 H05
1332 アマミアオガエル 自然 長崎鼻 H05
1333 モリアオガエル 自然 高知 H24
1334 シュレーゲルアオガエル 自然 海遊館 H18
1335 ベトナムコケガエル 自然 淡島 H24
1336 ナミシンジュメキガエル 自然 淡島 Ｈ26
1337 ホーストッククサガエル 人工 東山 H04
1338 モナコヤスガエル 自然 鳥羽 H14
1339 コープネコゴエガエル 自然 鳥羽 H28
1340 ウルワシアデガエル 自然 上野 H23
1341 キンイロアデガエル 人工 越前 H24
1342 ミツヅノコノハガエル 自然 淡島 H24
1343 スナヤツメ 人工授精 岐阜水 H18
1344 スポッテッドラットフィッシュ 自然 葛西水 H12
1345 ホーンシャーク 自然 大洗 H27
1346 ポートジャクソンシャーク 自然 大洗 H28
1347 ネコザメ 自然 下田 S62
1348 シマネコザメ 自然 大洗 H25
1349 オオセ 自然 下田 H06
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1350 クモハダオオセ 自然 海中水 H24
1351 シロボシテンジクザメ 自然 姫路水 H06
1352 シロボシテンジクザメ 人工授精 碧南 H11
1353 イヌザメ 自然 大洗 H09
1354 エポーレットシャーク 自然 八景島 H18
1355 オオテンジクザメ 自然 沖縄水 H23
1356 アラビアンカーペットシャーク 自然 大洗 Ｈ26
1357 トラフザメ 自然 沖縄水 H15
1358 ブラウンシャイシャーク 自然 大洗 H24
1359 サンゴトラザメ 自然 三津 H15
1360 ナヌカザメ 自然 下田 S63
1361 イズハナトラザメ 自然 下田 H06
1362 トラザメ 自然 沖縄水 S53
1363 トラザメ 人工授精 碧南 H11
1364 ハナカケトラザメ 自然 志摩 H18
1365 バリキャットシャーク 自然 大洗 H22
1366 パファダーシャイシャーク 自然 大洗 H22
1367 イモリザメ 自然 沖縄水 Ｈ26
1368 エイラクブカ 自然 下田 H12
1369 ドチザメ 自然 下田 S63
1370 ツマグロ 自然 沖縄水 H11
1371 オオメジロザメ 自然 沖縄水 H06
1372 レモンザメ 自然 沖縄水 H21
1373 ヤジブカ 自然 沖縄水 S60
1374 ネムリブカ 自然 沖縄水 S58
1375 ウチワシュモクザメ 自然 海遊館 Ｈ26
1376 ノコギリザメ 自然 沖縄水 H27
1377 ウチワザメ 自然 品川水 H17
1378 コモンカスベ 自然 大洗 H06
1379 メガネカスベ 自然 小樽水 H06
1380 アカエイ 自然 下田 H12
1381 ホシエイ 自然 油壺 S61
1382 カラスエイ 自然 海遊館 H06
1383 マダラエイ 自然 東海大 H01
1384 ヒョウモンオトメエイ 自然 沖縄水 H24
1385 オグロオトメエイ 自然 沖縄水 H24
1386 カステックスタンスイエイ 自然 沖縄こ H03
1387 ポルカドットスティングレイ 自然 水遊園 H20
1388 オレンジスポットタンスイエイ 自然 長崎バ H03
1389 ツバクロエイ 自然 白　　浜 H03
1390 マダラトビエイ 自然 沖縄水 S53
1391 オニイトマキエイ 自然 沖縄水 H21
1392 クロガネウシバナトビエイ 自然 海遊館 H25
1393 ウシバナトビエイ 自然 沖縄水 H25
1394 ロングノーズガー 自然 須磨 H06
1395 アジアアロワナ 自然 須磨 H06
1396 ヨーロッパブナ 自然 琵琶湖 H06
1397 カトレ 自然 琵琶湖 H06
1398 アオウオ 人工授精 埼玉水 H07
1399 ズナガニゴイ 人工授精 琵琶湖 H15
1400 アブラヒガイ 人工授精 琵琶湖 H13
1401 ビワヒガイ 自然 井の頭 H12
1402 カワヒガイ 人工授精 姫路水 H19
1403 コヒガイ 自然 水遊園 H20
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1404 クロヒレヒガイ 人工授精 京都水 Ｈ26
1405 スゴモロコ 人工 琵琶湖 H10
1406 イトモロコ 人工授精 琵琶湖 H15
1407 コウライイトモロコ 人工 しまね H15
1408 ヒナモロコ 自然 琵琶湖 H06
1409 カワバタモロコ 自然 琵琶湖 H06
1410 コウライハス（馬口魚） 自然 琵琶湖 H07
1411 シナイモツゴ 自然 琵琶湖 H06
1412 ウシモツゴ 自然 琵琶湖 H06
1413 タイワンオイカワ 自然 京都水 Ｈ26
1414 カワムツ 自然 碧南 H02
1415 ヌマムツ 自然 埼玉水 H23
1416 イチモンジタナゴ 自然 琵琶湖 H13
1417 イチモンジタナゴ 人工授精 宮津 H27
1418 チョウセンイチモンジタナゴ 人工授精 京都水 Ｈ26
1419 イタセンパラ 自然 琵琶湖 H06
1420 オオタナゴ（大鰭刺隆﨑） 人工採卵 琵琶湖 H07
1421 カネヒラ 人工授精 宮津 H13
1422 アカヒレタビラ 人工授精 琵琶湖 H08
1423 セボシタビラ 人工 蓼科 H16
1424 シロヒレタビラ 人工授精 琵琶湖 H14
1425 ゼニタナゴ 自然 琵琶湖 H06
1426 カゼトゲタナゴ 人工授精 琵琶湖 H08
1427 スイゲンゼニタナゴ 人工授精 琵琶湖 H06
1428 ヤリタナゴ 人工授精 井の頭 H11
1429 アブラボテ 人工授精 井の頭 H11
1430 ミヤコタナゴ 人工 上野 S60
1431 タカハヤ 自然 碧南 H08
1432 カワヒラ（紅鰭髙） 自然 琵琶湖 H07
1433 ワタカ 自然 琵琶湖 H06
1434 ダントウボウ 自然 琵琶湖 H07
1435 アスラ 人工 江ノ島 S55
1436 パイユー 人工授精 須磨 H07
1437 油鰺（ヘミクルテル・ブレーケリ） 自然 琵琶湖 H06
1438 バリウス・ベンデリシス 自然 琵琶湖 H06
1439 バルブス・シネンシス 人工 琵琶湖 H13
1440 プンティウス スナイデリ 自然 京都水 H27
1441 フェアリーブラックシャイナー 自然 京都水 H27
1442 サザンレッドベリーディス 自然 京都水 H27
1443 アユモドキ 人工授精 琵琶湖 H01
1444 スジシマドジョウ大型種 人工授精 琵琶湖 H15
1445 スジシマドジョウ小型種琵琶湖型 人工授精 琵琶湖 H15
1446 スジシマドジョウ中型種 自然 智光山 H16
1447 イシドジョウ 自然 宍道湖 H16
1448 ネマケイルス・ボティア 人工授精 琵琶湖 H06
1449 ヒメドジョウ 自然 水遊園 H18
1450 ホトケドジョウ 自然 琵琶湖 H06
1451 エゾホトケドジョウ 自然 須磨 H15
1452 ナガレホトケドジョウ 自然 須磨 H07
1453 フクドジョウ 自然 富士水 H14
1454 フクドジョウ 人工授精 京都水 H27
1455 ビュウフォルティア・クウェイコウエンシス 自然 須磨 H22
1456 セウェルリア・リネオラータ 自然 須磨 H22
1457 ピラニアナッテリィ 自然 竹島 S55
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1458 レッドフックメティニス 自然 桐生 H02
1459 ネコギギ 自然 琵琶湖 H06
1460 コウライギギ（黄頬魚） 自然 琵琶湖 H07
1461 タンダヌス・タンダヌス 自然 名港水 H09
1462 アカザ 自然 お魚館 H14
1463 ゴンズイ 自然 鳥羽 H01
1464 アドニスプレコ 自然 水遊園 H21
1465 シラウオ 人工授精 宍道湖 H19
1466 ホッキョクダラ 人工授精 浅虫 H08
1467 ペヘレイ 自然 江ノ島 S59
1468 海水産ペヘレイ 自然 油壺 H10
1469 サンマ 自然 福島水 H13
1470 サヨリ 自然 福島水 H16
1471 コモチサヨリ 自然 福島水 H13
1472 キノレビアス・フラメウ 自然 東山 H07
1473 リヴュルス・マルモラトゥス 自然 東山 H07
1474 ヨツメウオ 自然 油壺 S63
1475 チューブスナウト 自然 葛西水 H11
1476 イバラトミヨ 人工 上越 H11
1477 トミヨ属汽水型 自然 京都水 H27
1478 トミヨ属雄物型 自然 京都水 H27
1479 エゾトミヨ 自然 小樽水 H19
1480 エゾトミヨ 人工授精 小樽水 H23
1481 オイランヨウジ 自然 鴨川 H28
1482 トゲヨウジ 自然 志摩 H18
1483 ヨウジウオ 自然 葛西水 H16
1484 ウェスタンオーストラリアンシーホース 自然 葛西水 H13
1485 タイガーテールシーホース 自然 鳥羽 H13
1486 タツノオトシゴ 自然 鳥羽 H07
1487 サンゴタツ 自然 松島 H01
1488 イバラタツ 自然 鴨川 H13
1489 オオウミウマ 自然 志摩 S52
1490 ヘコアユ 自然 志摩 S52
1491 ユメカサゴ 自然 葛西水 H27
1492 オニオコゼ 自然 マﾘﾝパレス S56
1493 ペスチャンチョ 自然 葛西水 H15
1494 ダルマオコゼ 自然 城崎 H22
1495 クジメ 自然 名港水 H10
1496 エゾアイナメ 自然 福島水 H15
1497 ホッケ 自然 小樽水 H22
1498 ニジカジカ 人工 能登島 H04
1499 カマキリ 人工 越前 S57
1500 アイカジカ 人工 能登島 H09
1501 ギスカジカ 自然 小樽水 H22
1502 セイルフィンスカルピン 自然 葛西水 H09
1503 ケムシカジカ 自然 ニクス H14
1504 クマガイウオ 自然 福島水 H17
1505 アツモリウオ 自然 大洗 S55
1506 トクビレ 自然 ニクス H13
1507 シチロウウオ 自然 ニクス H13
1508 ランプサッカー 人工 葛西水 H05
1509 コンペイトウ 自然 越前 H22
1510 イボダンゴ 自然 東海大 H07
1511 ホテイウオ 人工 能登島 H03
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1512 フウセンウオ 自然 小樽水 H23
1513 ナメダンゴ 自然 福島水 H24
1514 サケビクニン 自然 ニクス H11
1515 ザラビクニン 自然 能登島 S63
1516 クサウオ 人工 能登島 S62
1517 ビクニン 人工 能登島 H09
1518 アバチャン 自然 福島水 H25
1519 ヒゲビクニン 人工授精 福島水 H29
1520 ケツギョ 自然 埼玉水 S62
1521 ペスコチェロ 自然 葛西水 H15
1522 ペインテッドコンバー 自然 葛西水 H14
1523 アカハタ 自然 マﾘﾝパレス S56
1524 ヤイトハタ 自然 屋島 S62
1525 クエ 自然 屋島 S63
1526 シモフリタナバタウオ 自然 葛西水 H17
1527 オリーブロックフィッシュ 自然 葛西水 H08
1528 ブルズアイジョーフィッシュ 自然 葛西水 H15
1529 ファインスポッテッド　ジョーフィッシュ 自然 葛西水 H23
1530 アマミイシモチ 自然 福島水 H13
1531 スミツキアトヒキテンジクダイ 自然 福島水 H29
1532 クロイシモチ 自然 下関 H22
1533 キンセンイシモチ 自然 東海大 H15
1534 ミヤコイシモチ 自然 東海大 H29
1535 マンジュウイシモチ 自然 宮島 H12
1536 プテラポゴン・カウデルニィ 自然 志摩 H09
1537 コバンザメ 自然 マﾘﾝパレス S50
1538 マルコバン 自然 沖縄水 H02
1539 ヒラマサ 自然 マﾘﾝパレス S56
1540 シマアジ 自然 マﾘﾝパレス S53
1541 ウマヅラアジ 自然 沖縄水 H24
1542 インドマルアジ 自然 沖縄水 H24
1543 コショウダイ 自然 東海大 H04
1544 フレンチグラント 自然 葛西水 H11
1545 シルバーポーギー 自然 葛西水 H07
1546 ハイハット 自然 葛西水 H08
1547 ツバメウオ 自然 鳥羽 H03
1548 セダカヤッコ 自然 葛西水 H11
1549 オールドワイフ 自然 葛西水 H11
1550 ペリソダス・ミクロレピス 自然 岐阜水 H27
1551 シャイナーサーフパーチ 自然 葛西水 H04
1552 レインボーサーフパーチ 自然 葛西水 H07
1553 ストライプトサーフパーチ 自然 葛西水 H18
1554 カラゼニタナゴ 自然 水遊園 H24
1555 ノーズストライプトアネモネフィシュ 自然 東海大 H21
1556 Amphiprion rubrocinctus 自然 東海大 H24
1557 Amblypomacentrus clarus 自然 東海大 H19
1558 ワイドバンドアネモネフィッシュ 自然 東海大 H21
1559 Amphiprion akindynos 自然 東海大 H22
1560 クラウンアネモネフィッシュ 自然 しまね H19
1561 クマノミ 自然 白浜 S49
1562 ハマクマノミ 自然 鴨川 S51
1563 カクレクマノミ 自然 東海大 S54
1564 ハナビラクマノミ 自然 沖縄水 S56
1565 ニシハナビラクマノミ 自然 東海大 H04
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1566 トウアカクマノミ 自然 東海大 S56
1567 セジロクマノミ 自然 沖縄水 S58
1568 シロミスジ 自然 東海大 S56
1569 セグロクマノミ 自然 東海大 H09
1570 クロハマクマノミ 自然 東海大 H07
1571 スパイニークロミス 自然 葛西水 H09
1572 クラカオスズメダイ 自然 鳥羽 H10
1573 シリキルリスズメダイ 自然 東海大 H08
1574 ハラキルリスズメダイ 自然 東海大 H11
1575 ガリバルディ 自然 海遊館 H06
1576 ロクセンスズメダイ 自然 新潟 H28
1577 クロスズメダイ 自然 東海大 H07
1578 ヒレナガスズメダイ 自然 東海大 H10
1579 イエローテールデムワーゼル 自然 東海大 H16
1580 リボンスズメダイ 自然 福島水 H13
1581 スミレスズメダイ 自然 東海大 H14
1582 ソラスズメダイ 自然 東海大 H08
1583 ネッタイスズメダイ 自然 宮島 S53
1584 ナガサキスズメダイ 自然 東海大 H13
1585 クジャクスズメダイ 自然 東海大 H14
1586 リーフフィッシュ 自然 江ノ島 H04
1587 カリフォルニアシープヘッド 自然 海遊館 H07
1588 コブダイ 自然 鴨川 H28
1589 ハーフバードパウト 自然 葛西水 H17
1590 ナガガジ 自然 小樽水 H02
1591 ビビパルス・イールパウト 自然 葛西水 H07
1592 ベニツケギンポ 自然 東海大 H10
1593 ナガヅカ 人工 能登島 H02
1594 フサギンポ 自然 海中水 H23
1595 ギンポ 自然 下関 H21
1596 トリート 自然 葛西水 H08
1597 ノトセニア・コリセプス 自然 名港水 H09
1598 プラウンダフィッシュ 自然 名港水 H08
1599 クンニングハムズトリプルフィン 自然 葛西水 H29
1600 スーパークリップフィッシュ 自然 葛西水 H13
1601 ホシギンポ 自然 東海大 H17
1602 イソギンポ 自然 鳥羽 H08
1603 タテガミギンポ 自然 東海大 H12
1604 オウゴンニジギンポ 自然 東海大 H11
1605 ヒゲニジギンポ 自然 東海大 H12
1606 ニジギンポ 人工 宮津 H12
1607 イダテンギンポ 自然 東海大 H14
1608 トサカギンポ 自然 下関 H20
1609 カモハラギンポ 自然 葛西水 H20
1610 クモギンポ 自然 下関 H23
1611 トムポットブレニー 自然 葛西水 H25
1612 ロックサッカー 自然 葛西水 Ｈ26
1613 ハナビヌメリ 自然 淡島 H01
1614 ヨコシマドンコ 自然 碧南 H15
1615 イシドンコ 自然 須磨 H16
1616 タナゴモドキ 自然 福島水 H18
1617 ホシマダラハゼ 自然 福島水 H19
1618 アシシロハゼ 自然 宍道湖 H20
1619 カスミハゼ 自然 福島水 H20
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1620 スジハゼ 自然 福島水 H15
1621 サラサハゼ 自然 福島水 H17
1622 ブッキックスゴビー 自然 葛西水 H21
1623 ホシハゼ 自然 下関 H20
1624 クモハゼ 自然 下関 H20
1625 ヒナハゼ 自然 下関 H21
1626 ショウキハゼ 自然 下関 H21
1627 カワクモハゼ 自然 福島水 H21
1628 アゴハゼ 自然 下関 H19
1629 ドロメ 自然 下関 H18
1630 ヒメハゼ 自然 下関 H18
1631 ウロハゼ 自然 下関 H18
1632 カザリハゼ 自然 しまね H22
1633 ミジンベニハゼ 自然 下関 H22
1634 キイロサンゴハゼ 自然 名港水 Ｈ26
1635 シモフリシマハゼ 自然 下関 H18
1636 ジュズカケハゼ 自然 葛西水 H08
1637 ハスジマハゼ 自然 福島水 H15
1638 インコハゼ 自然 福島水 H14
1639 ナミハゼ 自然 福島水 H17
1640 アベハゼ 自然 下関 H19
1641 モグルンダ・アディスペルサ 自然 江ノ島 H01
1642 トビハゼ 自然 葛西水 H17
1643 キヌバリ 自然 葛西水 H17
1644 チャガラ 自然 葛西水 H19
1645 タスキヒナハゼ 自然 福島水 H14
1646 ゴクラクハゼ 自然 福島水 H13
1647 アオバラヨシノボリ 自然 琵琶湖 H13
1648 ヌマチチブ 自然 福島水 H14
1649 シロチチブ 自然 下関 H21
1650 アカオビシマハゼ 自然 福島水 H15
1651 ツムギハゼ 自然 東海大 H15
1652 ビリンゴ 自然 宍道湖 H25
1653 イレズミハゼ 自然 福島水 H29
1654 ハガツオ 自然 葛西水 H20
1655 ヌマガレイ 人工授精 小樽水 H01
1656 プレイス 自然 葛西水 H08
1657 ギマ 自然 東海大 S57
1658 アミメハギ 自然 鳥羽 H07
1659 Carinotetraodon travancoricus 自然 下関 H19
1660 レッドテールアカメフグ 自然 下関 H20
1661 タイアカメフグ 自然 下関 H20
1662 ハチノジフグ 自然 下関 H22
1663 ヒガンフグ 人工授精 下関 H20
1664 コモンフグ 人工授精 下関 H20
1665 インドエメラルドパッファー 自然 下関 H20
1666 Tetraodon cochinchinensis 自然 下関 H19
1667 Tetraodon turigidus 自然 下関 H19
1668 ゴマフグ 人工授精 下関 H19
1669 インドシナレオパードパッファー 自然 下関 H16
1670 メイタイシガキフグ 自然 下関 H17
1671 ハリセンボン 自然 東海大 S55
1672 サザーングローブフィッシュ 自然 下関 H21
1673 ポーキュパインフィッシュ 自然 下関 H17
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1674 マツカサウオ 自然 志摩 H24
1675 キタミズクラゲ 自然 加茂 H16
1676 アカクラゲ 人工 江ノ島 H01
1677 ヨウシュヤナギクラゲ(アトランティックシーネットル) 自然 海遊館 H19
1678 オキクラゲ 自然 加茂 H20
1679 タコクラゲ 自然 江ノ島 H04
1680 ビゼンクラゲ(有明海型) 自然 海遊館 H18
1681 ヒゼンクラゲ 自然 下関 H21
1682 エボシクラゲ 自然 江ノ島 H02
1683 コモチカギノテクラゲ 人工 江ノ島 H02
1684 シロクラゲ 自然 福島水 H15
1685 ギヤマンクラゲ 自然 江ノ島 S63
1686 カブトクラゲ 自然 新潟 H23
1687 ミナミウミサボテン 自然 鹿児島 H22
1688 ムラサキハナギンチャク 自然 串本 S60
1689 ヒメハナギンチャク 自然 金沢水 S62
1690 ハナヤサイサンゴ 自然 串本 H14
1691 ニホンミドリイシ 自然 串本 H08
1692 エダミドリイシ 自然 東海大 H14
1693 ホソエダミドリイシ 自然 串本 H17
1694 コエダミドリイシ 自然 沖縄水 H25
1695 エンタクミドリイシ 自然 串本・下関 H19
1696 ヤッコミドリイシ 自然 鳥羽 H20
1697 Acropora caroliniana 自然 鳥羽 H21
1698 タバネサンゴ 自然 串本 H08
1699 キクメイシ 自然 東海大 H18
1700 ウチウラタコアシサンゴ 自然 ニクス H18
1701 オオエダキサンゴ 自然 碧南 H11
1702 エントウキサンゴ 自然 串本 H13
1703 イボヤギ 自然 碧南 H11
1704 ジュウジキサンゴ 自然 下関 H23
1705 ヒダベリイソギンチャク 自然 オホーツク H01
1706 コイボイソギンチャク 自然 ニクス H18
1707 スナイソギンチャク 自然 串本 S58
1708 オオイボイソギンチャク 自然 広尾 S62
1709 ナンキョクイボナシイソギンチャク 自然 名港水 H11
1710 ベリルイソギンチャク 自然 城崎 H23
1711 カガバイ 自然 魚津 H01
1712 イジケシライトマキバイ 自然 魚津 H07
1713 ヒメエゾボラ 自然 小樽水 H03
1714 ナンキョクバイ（Neobucciumeatoni） 自然 葛西水 H07
1715 アズキガイ 自然 新江水 Ｈ26
1716 ホウズキフシエラガイ 人工 能登島 H14
1717 オオベソオウムガイ 自然 鳥羽 H06
1718 オウムガイ 自然 鳥羽 H09
1719 コブシメ 自然 沖縄水 S61
1720 ハナイカ 自然 串本 S58
1721 コウイカ 自然 新潟 H24
1722 アオリイカ 自然 沖縄水 S61
1723 ミズダコ 人工 志摩 S55
1724 イシガイ 自然 井の頭 H18
1725 アメリカカブトガニ 人工授精 鳥羽 H16
1726 アオサソリ 自然 多摩 H02
1727 ミズグモ 自然 井の頭 H19
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1728 ウミホタル 自然 葛西水 H21
1729 シロスジフジツボ 自然 宮島水 H25
1730 タテジマフジツボ 自然 宮島水 H25
1731 フナムシ 自然 碧南 H03
1732 オオワレカラ 自然 葛西水 H15
1733 ナンキョクオキアミ 自然 名港水 H14
1734 ヤマトヌマエビ 自然 鳥羽 H10
1735 フリソデエビ 自然 ニクス H10
1736 スジエビモドキ 自然 名港水 H11
1737 アシナガスジエビ 自然 新潟 H21
1738 テナガエビ 自然 鳥羽 H10
1739 クリアクリーナーシュリンプ 自然 城崎 H27
1740 ソリハシコモンエビ 自然 福島水 H28
1741 イソギンチャクエビ 自然 品プリ H22
1742 オシャレカクレエビ 自然 福島水 H29
1743 イバラモエビ 自然 東海大 H07
1744 イソギンチャクモエビ 自然 しまね H18
1745 アカシマシラヒゲエビ 自然 ニクス H11
1746 アカシマモエビ 自然 城崎 H21
1747 シロボシアカモエビ 自然 しまね H27
1748 クラゲモエビ 自然 新江水 H22
1749 Lysmata boggessi 自然 新潟 H25
1750 ホッカイエビ 自然 ニクス H11
1751 モロトゲアカエビ 自然 広尾 H02
1752 カジワラエビ 自然 男鹿水 Ｈ26
1753 ザリガニ 自然 水遊園 H15
1754 レッドクロウ 自然 鳥羽 H17
1755 マロンロブスター 自然 鳥羽 H21
1756 ヤビーザリガニ 自然 鳥羽 H15
1757 ケブカヒメヨコバサミ 自然 城崎 H24
1758 ケアシホンヤドカリ 自然 城崎 H24
1759 ヤマトホンヤドカリ 自然 城崎 H25
1760 ユビナガホンヤドカリ 自然 城崎 H25
1761 ホンヤドカリ 自然 名港水 H11
1762 ゴトウヤドカリ 自然 城崎 H23
1763 ヒラコウカムリ 自然 松島 H01
1764 サワガニ 自然 岐阜水 H23
1765 アカテガニ 自然 新潟 H27
1766 クロベンケイガニ 自然 新潟 H29
1767 ツシマウラボシシジミ 人工 足立区 H29
1768 トラフウミシダ 人工 能登島 H15
1769 トゲバネウミシダ 人工 能登島 H13
1770 バーミリオンビスケットスター 自然 葛西水 H09
1771 コブヒトデモドキ 自然 鳥羽 H18
1772 イトマキヒトデ 自然 名港水 H10
1773 マクハリイトマキモドキ（仮称） 自然 葛西水 H12
1774 フサトゲニチリンヒトデ 自然 ニクス H18
1775 ノッビーシックスレイドシースター 自然 葛西水 H11
1776 サーペントスキンドブリットルスター 自然 葛西水 H14
1777 レッドチェステッドシーキューカムバー 自然 葛西水 H14
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