
徳島市内の河川で確認された魚（一覧表）

科名 種名 科名 種名

アイナメ アイナメ カジカ アユカケ

クジメ カジカ

アカエイ アカエイ カタクチイワシ カタクチイワシ

アカザ アカザ カダヤシ カダヤシ

アカタチ アカタチ グッピー

アカメ アカメ カマス アカカマス

アジ イトヒキアジ オニカマス

オニヒラアジ カレイ イシガレイ

カイワリ ホシガレイ

ギンガメアジ マコガレイ

コバンアジ カワスズメ ナイルティラピア

コバンアジ属の1種 カワハギ カワハギ

ブリ ガンギエイ ガンギエイ

マアジ ギギ ギギ

ミナミイケカツオ キス アオギス

ヨロイアジ属の1種 シロギス

リュウキュウヨロイアジ キュウリウオ チカ

ロウニンアジ クロサギ クロサギ

アナゴ アナゴ科の1種 クロサギ属の1種

マアナゴ コイ アブラハヤ

アユ アユ イチモンジタナゴ

アロワナ アロワナの1種 イトモロコ

イサキ コショウダイ ウグイ

イソギンポ イダテンギンポ オイカワ

トサカギンポ オイカワ属の1種

ナベカ カネヒラ

イボオコゼ アブオコゼ カマツカ

ウシノシタ オオシタビラメ カワムツ

クロウシノシタ カワムツ型不明

コウライアカシタビラメ キンブナ

チンゼイシタビラメ ギンブナ

ウチワザメ ウチワザメ ゲンゴロウブナ

ウナギ ウナギ コイ

オオウナギ コイ科の1種

ウミタナゴ ウミタナゴ コウライニゴイ

ウミヘビ セレベスヒレアナゴ コウライモロコ

ホタテウミヘビ シロヒレタビラ

エソ オキエソ スゴモロコ

トカゲエソ スゴモロコ属の1種

オニオコゼ オニオコゼ ソウギョ

カジカ アナハゼ タイリクバラタナゴ

※この表はこれまでに徳島市内の河川で確認された記録のある魚をまとめたものです。
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徳島市内の河川で確認された魚（一覧表）

科名 種名 科名 種名

コイ タカハヤ スズキ ホタルジャコ

タモロコ スダレダイ ツバメウオ

デメモロコ タイ キチヌ

ニゴイ クロダイ

ニゴイの1種 クロダイ属の1種

ヌマムツ ヘダイ

ハクレン マダイ

ハス タイワンドジョウ カムルチー

バラタナゴ属の1種 タイワンドジョウ

ヒガイ属の1種 タイワンドジョウ属の1種

ビワヒガイ タウナギ タウナギ

フナ属の1種 ダルマガレイ ナガダルマガレイ

ホンモロコ チゴダラ エゾイソアイナメ

マルタ ツバメコノシロ ツバメコノシロ

ムギツク テンジクダイ テンジクダイ

モツゴ トウゴロウイワシ トウゴロウイワシ属の1種

ヤリタナゴ トウゴロウイワシ

ゴクラクギョ チョウセンブナ ドジョウ シマドジョウ

コチ コチ属の1種 スジシマドジョウ中型種

マゴチ ドジョウ

メゴチ ナガレホトケドジョウ

ゴンズイ ゴンズイ ホトケドジョウ

サケ アマゴ ドチザメ ドチザメ

カワマス ナマズ ナマズ

サツキマス ニシキギンポ ギンポ

ニジマス タケギンポ

ヤマトイワナ ニシキギンポ属の1種

ササウシノシタ ササウシノシタ ニシン ウルメイワシ

サバ マサバ コノシロ

サヨリ クルメサヨリ サッパ

サヨリ マイワシ

サヨリ科の1種 ニベ シログチ

サンフィッシュ オオクチバス ニベ

ブルーギル ニベ科の1種

シマイサキ コトヒキ ネズッポ ネズミゴチ

シマイサキ ハタタテヌメリ

シラウオ アリアケヒメシラウオ ハゼ アカオビシマハゼ

シラウオ アカハゼ

スズキ スズキ アシシロハゼ

スズキ目の1種 アベハゼ

ヒラスズキ イトヒキハゼ

※この表はこれまでに徳島市内の河川で確認された記録のある魚をまとめたものです。
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徳島市内の河川で確認された魚（一覧表）

科名 種名 科名 種名

ハゼ イドミミズハゼ ハゼ マハゼ属の1種

ウキゴリ ミミズハゼ

ウキゴリ属の1種 ミミズハゼ属の1種

ウロハゼ ヨシノボリ属の1種

エドハゼ ヒイラギ ヒイラギ

オオヨシノボリ ヒラメ タマガンゾウビラメ

カワアナゴ ヒラメ

カワヨシノボリ ヘラガンゾウビラメ

キララハゼ属の1種 ユメアラメガレイ

クツワハゼ フグ クサフグ

クボハゼ フグ類の1種

ゴクラクハゼ フカカサゴ メバル

コモチジャコ カサゴ

シマヨシノボリ クロソイ

シモフリシマハゼ ホウボウ ホウボウ

スジハゼA ボラ コボラ

スジハゼC セスジボラ

スミウキゴリ ナンヨウボラ

タビラクチ ボラ

チクゼンハゼ ボラ科の1種

チチブ メナダ

チチブ属の1種 メナダ属の1種

チワラスボ マツダイ マツダイ

トウヨシノボリ メジナ メジナ

トウヨシノボリ型不明 メダカ メダカ

トウヨシノボリ宍道型 ヤツメウナギ カワヤツメ

トウヨシノボリ縞鰭型 スナヤツメ

トビハゼ ヨウジウオ ガンテンイシヨウジ

ドンコ ヨウジウオ

ニクハゼ 不明 イワシ類の1種

ニシキハゼ 不明 カライワシ目の1種

ヌマチチブ

ハゼ科の1種

ヒゲハゼ

ヒナハゼ

ヒメハゼ

ヒモハゼ

ビリンゴ

ボウズハゼ

マサゴハゼ

マハゼ

※この表はこれまでに徳島市内の河川で確認された記録のある魚をまとめたものです。

71科 236種
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