
マガン ヒシクイ ハクチョウ マガン標識鳥 ヒシクイ標識鳥 備　考

10月1日 ～ 10月7日 2,500 21 2

オナガガモ2 カルガモ1　コガモ6　ハシビロ
ガモ3　ダイサギ37　チュウサギ2　アマサギ
20 アオサギ15 ハヤブサ1

10月8日 ～ 10月14日 10,000 34 1
ハクガン1 オナガガモ5 コガモ18 ダイサギ
20 アオサギ12

10月15日 ～ 10月21日 13,000 134 240

ハクガン6 シジュウカラガン1 マガン10 オ
ナガガモ83 カルガモ31 コガモ100 ヒドリガ
モ8 ハシビロガモ20 ダイサギ12 アオサギ4
カイツブリ1

10月22日 ～ 10月28日 17,000 316 500
ハクガン1 シジュウカラガン1 マガモ130 オ
ナガガモ10 コガモ50 ホシハジロ9 カワウ1

10月29日 ～ 11月4日 21,000 310 228

ハクガン1 シジュウカラガン1 マガモ30 コガ
モ7 ホシハジロ14 ダイサギ10 チュウサギ
20 オオバン6

11月5日 ～ 11月11日 20,000 252 179

ハクガン1 シジュウカラガン2 マガモ9 オナ
ガガモ4 カルガモ3 コガモ2 ヒドリガモ9 ホ
シハジロ6 カイツブリ1

11月12日 ～ 11月18日 23,000 220 209

ハクガン1 マガモ44 オナガガモ4 コガモ32
ダイサギ2 チュウサギ8 アオサギ5 カイツブ
リ3

11月19日 ～ 11月25日 16,000 60 137
ハクガン130 ダイサギ3 アオサギ2 オジロ
ワシ1

11月26日 ～ 12月2日 12,000 1,049 78 ハクガン128 シジュウカラガン115

12月3日 ～ 12月9日 13,000 400 62
ハクガン124 シジュウカラガン9 カルガモ1
コガモ12

12月10日 ～ 12月16日 0 0 12

12月17日 ～ 12月23日 0 0 0

12月24日 ～ 12月30日 0 0 0

12月31日 ～ 1月6日 0 0 0

1月7日 ～ 1月13日 0 0 1 オジロワシ2
1月14日 ～ 1月20日 0 0 1

1月21日 ～ 1月27日 0 0 26
ダイサギ2 アオサギ1 オジロワシ2 カワアイ
サ3 カワウ4

1月28日 ～ 2月3日 0 0 13 ダイサギ2 アオサギ1 カワウ10
2月4日 ～ 2月10日 0 0 3 ダイサギ2 アオサギ1 カワアイサ2 カワウ
2月11日 ～ 2月17日 0 0 3 ダイサギ1

2月18日 ～ 2月24日 25,000 300 11,000

ハクガン70 マガモ200 オナガガモ1500 カ
ルガモ4 コガモ200 ヨシガモ2 ダイサギ2 オ
ジロワシ1 カワアイサ3 カワウ5 ミコアイサ4

2月25日 ～ 3月3日 80,000 2,000 15,000

ハクガン125 アオハクガン1 シジュウカラガ
ン10 マガモ500 オナガガモ1500 カルガモ2
コガモ200 ヒドリガモ10 オシドリ1 ヨシガモ6

3月4日 ～ 3月10日 50,000 1,000 9,000

ハクガン110 シジュウカラガン1 マガモ720
オナガガモ8000 カルガモ20 コガモ4 ヒドリ
ガモ12 ホシハジロ4 ヨシガモ6 カンムリカイ
ツブリ2 ミコアイサ2

3月11日 ～ 3月17日 28,000 300 2,200

ハクガン15 マガモ500 オナガガモ1290 カ
ルガモ10 コガモ20 ヒドリガモ1 オシドリ1 ヨ
シガモ20 カンムリカイツブリ1

3月18日 ～ 3月24日 28,000 100 300

ハクガン42 シジュウカラガン14 マガモ500
オナガガモ296 カルガモ50 コガモ84 ヒドリ
ガモ26 ハシビロガモ4 ヨシガモ32 トモエガ
モ12 ダイサギ1 カイツブリ2 カンムリカイツ
ブリ6 ミコアイサ4 キンクロハジロ6 オオバ
ン4

3月25日 ～ 3月31日 4,000 27 21

ハクガン35 マガモ661 オナガガモ100 カル
ガモ30 コガモ10 ヒドリガモ10 オシドリ2 ヨ
シガモ12 ダイサギ7 アオサギ7 ミサゴ1 カ
イツブリ2 カンムリカイツブリ7 カワウ3 ミコ
アイサ4 キンクロハジロ4

4月1日 ～ 4月7日 282 0 1 マガモ460 オナガガモ4 カルガモ6
4月8日 ～ 4月9日 0 0 35 マガモ30 ツバメ22
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