
ふくしまレッドリスト　【淡水魚類】

生物群名 目名 科名 和名 学名
ふくしまRL2019
カテゴリー（旧）

ふくしまRL2020
カテゴリー

備考

1 淡水魚類 コイ目 コイ科 ゼニタナゴ Acheilognathus typus  (Bleeker) 絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

2 淡水魚類 コイ目 コイ科 シナイモツゴ Pseudorasbora pumila Miyadi 絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

3 淡水魚類 コイ目 コイ科 キタノアカヒレタビラ
Acheilognathus tabira tohokuensis
Arai, Fujikawa & Nagata

絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

4 淡水魚類 ナマズ目 アカザ科 アカザ Liobagrus reini Hilgendorf 絶滅危惧ⅠＡ類 絶滅危惧ⅠＡ類

5 淡水魚類 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ北方種 Lethenteron sp. N 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

6 淡水魚類 コイ目 コイ科 キンブナ Carassius buergeri subsp. 2 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

7 淡水魚類 コイ目 コイ科 ヤリタナゴ
Tanakia lanceolata (Temminck &
Schlegel)

絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

8 淡水魚類 コイ目 コイ科 タナゴ Acheilognathus melanogaster Bleeker 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

9 淡水魚類 コイ目 コイ科 ウケクチウグイ
Tribolodon nakamurai Doi &
Shinzawa

絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

10 淡水魚類 ナマズ目 ギギ科 ギバチ Tachysyrus tokiensis (Döderlein) 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

11 淡水魚類 トゲウオ目 トゲウオ科 太平洋系陸封型イトヨ Gasterosteus aculeatus subsp. 1 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

12 淡水魚類 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ
Oryzias latipes (Temminck &
Schlegel)

絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

13 淡水魚類 ダツ目 メダカ科 キタノメダカ
Oryzias sakaizumii Asai, Senou &
Hosoya

絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

14 淡水魚類 カサゴ目 カジカ科 カジカ（大卵型） Cottus pollux Günther 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＢ類 カテゴリー変更

15 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 ジュズカケハゼ
Gymnogobius castaneus
(O'Shanghnessy)

絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧ⅠＢ類

16 淡水魚類 コイ目 ドジョウ科 ホトケドジョウ Lefua echigonia Jordan & Richardson 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

17 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 シロウオ Leucopsarion petersii Hilgendorf 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

18 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 オオヨシノボリ Rhinogobius fluviatilis (Tanaka) 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 カテゴリー変更

19 淡水魚類 カサゴ目 カジカ科 ウツセミカジカ(カジカ小卵型) Cottus reinii Hilgendorf 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

20 淡水魚類 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ
Anguilla japonica Temminck &
Schlegel

絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

21 淡水魚類 コイ目 コイ科 スナゴカマツカ
Pseudogobio polystictus Tominaga &
Kawase

情報不足 準絶滅危惧 カテゴリー変更

22 淡水魚類 コイ目 ドジョウ科 ヒガシシマドジョウ Cobitis sp. Biwae type C 準絶滅危惧 準絶滅危惧

23 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli Jordan & Snyder 準絶滅危惧 準絶滅危惧

24 淡水魚類 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 カワヤツメ Lethenteron japonicum (Martens) 情報不足 情報不足

25 淡水魚類 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ南方種 Lethenteron sp. S 情報不足 情報不足

26 淡水魚類 コイ目 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 情報不足 情報不足

27 淡水魚類 コイ目 ドジョウ科 キタドジョウ Misgurnus sp. (Clade A) 情報不足 情報不足

28 淡水魚類 トゲウオ目 トゲウオ科 ニホンイトヨ
Gasterosteus nipponicus Higuchi,
Sakai & Goto

情報不足 情報不足

29 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 ボウズハゼ Sicyopterus japonicas (Tanaka) 情報不足 情報不足

30 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 マサゴハゼ Pseudogobius masago (Tomiyama) 情報不足 情報不足

31 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 スミウキゴリ
Gymnogobius petschiliensis
(Rendahl)

情報不足 情報不足

32 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 エドハゼ
Gymnogobius macrognathos
(Bleeker)

情報不足 情報不足

33 淡水魚類 スズキ目 ハゼ科 シマヨシノボリ
Rhinogobius nagoyae Jordan and
Seale

未掲載 情報不足 新規追加

34 淡水魚類 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 阿賀野川水系のカワヤツメ河川型 Lethenteron japonicum (Martens)
絶滅のおそれの
ある地域個体群

絶滅のおそれの
ある地域個体群
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35 淡水魚類 コイ目 ドジョウ科 阿賀野川水系のシマドジョウ類 Cobitis sp. Biwae type C
絶滅のおそれの
ある地域個体群

絶滅のおそれの
ある地域個体群

36 淡水魚類 コイ目 コイ科 阿武隈高地のエゾウグイ Tribolodon sachalinensis (Nicholskii)
絶滅のおそれの
ある地域個体群

絶滅のおそれの
ある地域個体群

37 淡水魚類 サケ目 サケ科 阿武隈高地の在来イワナ Salvelinus leucomaenis
絶滅のおそれの
ある地域個体群

絶滅のおそれの
ある地域個体群

38 淡水魚類 カサゴ目 カジカ科 阿武隈高地のカジカ大卵型 Cottus pollux Günther
絶滅のおそれの
ある地域個体群

絶滅のおそれの
ある地域個体群
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