
魚類

地 方 名 地方 標 準 和 名

あいなめ 酒田 あいなめ

あお 鶴岡 まさば

あおあじ 温海 まるあじ

あおえびのご♂ 飛島 きゅうせん

あおこ 温海 ぶり

あおこ 鶴岡 ぶり

あおこ 酒田 ぶり

あおこ 遊佐 ぶり

あおこ 飛島 ぶり

あおしまめぐり♂ 温海 きゅうせん

あおます 温海 からふとます

あおます 鶴岡 からふとます

あおます 酒田 からふとます

あおます 遊佐 からふとます

あおらげ♂ 鶴岡 きゅうせん

あがいよ 鶴岡 ひめじ

あがえ 鶴岡 あかえい

あがえ 酒田 あかえい

あがえ 遊佐 あかえい

あがえ 飛島 あかえい

あがえい 温海 あかえい

あがえびのご♀ 飛島 きゅうせん

あががれ 温海 あかがれい

あががれ 鶴岡 あかがれい

あががれ 酒田 あかがれい

あががれ 遊佐 あかがれい

あががれ 飛島 あかがれい

あがしまめぐり♀ 温海 きゅうせん

あがぞうり 温海 あかしたびらめ

あがぞうり 温海 いぬのした

あがぞうり 鶴岡 あかしたびらめ

あがぞうり 鶴岡 いぬのした

あがぞり 酒田 あかしたびらめ

あがぞり 酒田 いぬのした

あがで 温海 まだい

あがてんこ 温海 うすめばる

あがてんこ 温海 とごっとめばる

あがてんこ 鶴岡 うすめばる

あがてんこ 鶴岡 とごっとめばる

あがねじり 酒田 あかしたびらめ  



あがねじり 酒田 いぬのした

あがねじり 遊佐 あかしたびらめ

あがねじり 遊佐 いぬのした

あがのどぐろ 温海 あかむつ

あがばぢめ 温海 いずかさご

あがばぢめ 鶴岡 いずかさご

あがばぢめ 遊佐 いずかさご

あがばぢめ 遊佐 かさご

あがめ 鶴岡 うるめいわし

あがめ 鶴岡 めなだ

あがめ 酒田 めなだ

あがめ 遊佐 めなだ

あから 温海 はつめ

あから 鶴岡 はつめ

あがら 鶴岡 はつめ

あがら 鶴岡 やなぎのまい

あがら 酒田 はつめ

あがら 酒田 やなぎのまい

あぎあじ 酒田 さけ

あぎあじ 遊佐 さけ

あごなし 温海 めだい

あごなし 鶴岡 めだい

あさば 鶴岡 あさばがれい

あさば 酒田 あさばがれい

あさば 遊佐 あさばがれい

あさひだい 遊佐 ちかめきんとき

あじ 温海 まあじ

あじ 鶴岡 まあじ

あじ 鶴岡 まるあじ

あじ 酒田 まあじ

あじ 酒田 まるあじ

あじ 遊佐 まあじ

あじ 遊佐 まるあじ

あじ 飛島 まあじ

あじ 飛島 まるあじ

あじき 温海 ひめじ

あじぎ 鶴岡 ひめじ

あじこ 酒田 まあじ

あずぎ 遊佐 ひめじ

あなかれ 鶴岡 むらそい

あなご 温海 めくらうなぎ

あなご 鶴岡 めくらうなぎ  



あなご 酒田 めくらうなぎ

あなご 遊佐 めくらうなぎ

あなご 飛島 めくらうなぎ

あなばぢめ 鶴岡 むらそい

あねこ 温海 なべか

あねこ 鶴岡 なべか

あぶらがれ 温海 うろこめがれい

あぶらがれ 鶴岡 うろこめがれい

あぶらがれ 酒田 うろこめがれい

あぶらがれ 遊佐 うろこめがれい

あぶらこ 温海 くじめ

あぶらこ 鶴岡 くじめ

あぶらこ 酒田 くじめ

あぶらこ 遊佐 くじめ

あぶらこ 飛島 くじめ

あぶらぞい 遊佐 きじはた

あぶらばじめ 温海 きじはた

あまこ 温海 まだら

あまこ 鶴岡 まだら

あまで 温海 あかあまだい

あまで 鶴岡 あかあまだい

あまで 酒田 あかあまだい

あまで 遊佐 あかあまだい

あまで 飛島 あかあまだい

あみししり 鶴岡 みしまおこぜ

あみどぢ 鶴岡 ねずみごち

あめます 温海 あめます

あめます 鶴岡 あめます

あめます 酒田 あめます

あめます 遊佐 あめます

あゆ 温海 あゆ

あゆ 鶴岡 あゆ

あゆ 酒田 あゆ

あゆ 遊佐 あゆ

あら 温海 あら

あら 鶴岡 あら

あら 酒田 あら

あら 遊佐 あら

あら 飛島 あら

あわだぢ 酒田 ばばがれい

あわだぢ 遊佐 ばばがれい

あわだぢ 飛島 ばばがれい  



あわふぎ 温海 ばばがれい

あわふぎ 鶴岡 ばばがれい

あわふぎ 酒田 ばばがれい

あわふぐ 鶴岡 ばばがれい

あんこ 温海 きあんこう

あんこ 鶴岡 きあんこう

あんこ 酒田 きあんこう

あんこ 遊佐 きあんこう

あんこう 飛島 きあんこう

いお 温海 さけ

いお 鶴岡 さけ

いお 酒田 さけ

いぐじ 飛島 おにおこぜ

いしがきだい 飛島 いしがきだい

いしがきで 鶴岡 いしがきだい

いしがぎで 温海 いしがきだい

いしがれ 温海 いしがれい

いしがれ 鶴岡 いしがれい

いしがれ 酒田 いしがれい

いしがれ 遊佐 いしがれい

いしがれ 飛島 いしがれい

いしだい 鶴岡 いしだい

いしだい 酒田 いしだい

いしだい 遊佐 いしだい

いしだい 飛島 いしだい

いしなぎ 鶴岡 おおくちいしなぎ

いしなだぎ 温海 ほていうお

いしもぢ 温海 いしもち

いしもぢ 鶴岡 いしもち

いしもぢ 酒田 いしがれい

いしもぢ 酒田 いしもち

いしもぢ 遊佐 いしがれい

いしもぢ 遊佐 いしもち

いそてんこ 鶴岡 めばる

いそふぐ 遊佐 くさふぐ

いだます：幅の広い大型魚 温海 さくらます

いだます：幅の広い大型魚 鶴岡 さくらます

いなだ 温海 ぶり

いなだ 鶴岡 ぶり

いなだ 酒田 ぶり

いなだ 遊佐 ぶり

いなだ 飛島 ぶり  



いなりさま 温海 いずかさご

いわし 鶴岡 まいわし

いわし 酒田 まいわし

いわし 遊佐 まいわし

いわし 飛島 まいわし

いわふっつぎ 温海 ほていうお

いわふっつぎ 鶴岡 ほていうお

うぐい 温海 うぐい

うぐい 鶴岡 うぐい

うぐい 酒田 うぐい

うぐい 遊佐 うぐい

うし 鶴岡 かわはぎ

うし 酒田 かわはぎ

うしえ 鶴岡 うしえい

うしえい 温海 うしえい

うしづら 温海 かわはぎ

うしづら 鶴岡 かわはぎ

うしづら 酒田 かわはぎ

うしづら 遊佐 かわはぎ

うぢもぎ 温海 ほうぼう

うぢもぎ 鶴岡 ほうぼう

うぢもぎ 酒田 ほうぼう

うまづら 温海 うまづらはぎ

うまづら 鶴岡 うまづらはぎ

うまづら 酒田 うまづらはぎ

うまづら 飛島 うまづらはぎ

うまづら 飛島 かわはぎ

うみごい 温海 ひめじ

うるめ 遊佐 うるめいわし

うるめいわし 温海 うるめいわし

うるめいわし 鶴岡 うるめいわし

うるめいわし 酒田 うるめいわし

えびす 温海 えびすだい

えびすで 鶴岡 えびすだい

えんしょう 鶴岡 まこがれい

えんしょう 酒田 まこがれい

おおばいわし 温海 まいわし

おおばいわし 鶴岡 まいわし

おおばいわし 酒田 まいわし

おおばいわし 飛島 まいわし

おおよ 飛島 おおくちいしなぎ

おきぎし 鶴岡 にぎす  



おぎぎし 温海 にぎす

おぎぎす 酒田 にぎす

おぎぎす 遊佐 にぎす

おぎのじょ 酒田 ひめじ

おごじ 温海 おにおこぜ

おごじ 鶴岡 おにおこぜ

おごじ 酒田 おにおこぜ

おごじ 遊佐 おにおこぜ

おごじ 飛島 ひめおこぜ

おごぜ 鶴岡 おにおこぜ

おざめ♂ 遊佐 あぶらつのざめ

おざめ♂ 飛島 あぶらつのざめ

おざめ♀ 温海 あぶらつのざめ

およ 温海 おおくちいしなぎ

およ 鶴岡 おおくちいしなぎ

およ 酒田 おおくちいしなぎ

およ 遊佐 おおくちいしなぎ

かぐとび 温海 つくしとびうお

かぐとび 鶴岡 つくしとびうお

かくとびよ 飛島 つくしとびうお

かげきょ 鶴岡 ちかめきんとき

がさ 鶴岡 まつかさうお

かさご 温海 はなおこぜ

かさご 酒田 いずかさご

かさご 酒田 かさご

がじ 温海 ぎんぽ

がじ 鶴岡 ぎんぽ

かじか 鶴岡 にじかじか

かじか 酒田 がんこ

かじか 酒田 にじかじか

かじか 遊佐 にじかじか

かじか 飛島 にじかじか

かじき 酒田 ばしょうかじき

かじぎ 鶴岡 ばしょうかじき

がじなが 鶴岡 ぎんぽ

かじなぎ 遊佐 ながづか

がじなき 温海 ぎんぽ

がじなぎ 鶴岡 ながづか

がじなぎ 酒田 ながづか

かすべ 温海 がんぎえい

かすべ 温海 こもんかすべ

かすべ 温海 どぶかすべ  



かすべ 鶴岡 がんぎえい

かすべ 鶴岡 こもんかすべ

かすべ 酒田 がんぎえい

かすべ 遊佐 がんぎえい

かたくぢ 遊佐 かたくちいわし

かだぐぢいわし 温海 かたくちいわし

かだぐぢいわし 鶴岡 かたくちいわし

かだぐぢいわし 酒田 かたくちいわし

かだぐぢいわし 飛島 かたくちいわし

かだな 温海 たちうお

かだな 鶴岡 たちうお

かだな 酒田 たちうお

かだないお 鶴岡 たちうお

かだなよ 酒田 たちうお

かづ 飛島 ひらそうだ

かづ 飛島 まるそうだ

かづお 遊佐 かつお

かづお 飛島 かつお

かづお 飛島 ひらそうだ

かづお 飛島 まるそうだ

がっちょ 飛島 あさひあなはぜ

がとら 酒田 からす

かながしら 温海 かながしら

かながしら 鶴岡 かながしら

かながしら 酒田 かながしら

かながしら 遊佐 かながしら

かながしら 飛島 かながしら

かなかぶと 温海 さぶろう

かなかぶど 温海 しろう

かなぺら 温海 あさばがれい

かなぺら 鶴岡 あさばがれい

かねたたぎ 飛島 まとうだい

かねただぎ 温海 まとうだい

かねただぎ 鶴岡 まとうだい

かねただぎ 酒田 まとうだい

かねただぎ 遊佐 まとうだい

かねと 鶴岡 かながしら

がぶぢ 鶴岡 そうはち

かまこち 遊佐 ねずみごち

かます 温海 あかかます

かます 鶴岡 あかかます

かます 酒田 あかかます  



かます 遊佐 あかかます

かます 飛島 あかかます

がや 温海 えぞめばる

がや 鶴岡 えぞめばる

がや 酒田 えぞめばる

かやがり 温海 ひげそりだい

かやがり 鶴岡 ひげそりだい

かやがり 酒田 ひげそりだい

かやがり 遊佐 ひげそりだい

かやかりで 温海 ひげそりだい

からす 鶴岡 からす

からす 遊佐 からす

かわがれ 酒田 ぬまがれい

かわはぎ 鶴岡 うまづらはぎ

かわはぎ 鶴岡 かわはぎ

かわます 遊佐 さくらます

かわます(川に上がったもの) 酒田 さくらます

かわらがれ 酒田 ぬまがれい

かんだい 飛島 こぶだい

かんだら：寒のうち 鶴岡 まだら

かんだら：寒のうち 温海 まだら

かんぱち 温海 かんぱち

かんぱち 鶴岡 かんぱち

かんぱち 酒田 かんぱち

かんぱち 遊佐 かんぱち

かんぱち 飛島 かんぱち

がんばち 酒田 ひめおこぜ

がんばぢ 鶴岡 ひめおこぜ

がんぶち 鶴岡 そうはち

がんぶち 酒田 そうはち

がんぶつ 温海 そうはち

きうり 温海 にぎす

きうり 酒田 きゅうりえそ

きし 温海 しろぎす

きし 鶴岡 しろぎす

きし 酒田 しろぎす

きし 遊佐 しろぎす

ぎし 温海 にぎす

ぎし 鶴岡 まえそ

ぎしかじか 温海 にじかじか

ぎしかじか 鶴岡 にじかじか

ぎしかじか 酒田 にじかじか  



ぎしばれ 飛島 ほうぼう

きつねだら 温海 たなかげんげ

きはだ 温海 きはだ

きはだ 鶴岡 きはだ

きはだ 酒田 きはだ

きはだ 飛島 きはだ

きはっそぐ 酒田 みしまおこぜ

きはっちょおぐ 遊佐 みしまおこぜ

きまっか：体色で呼ぶ 温海 まつかわ

きわだてんこ 温海 やなぎのまい

ぎん 酒田 さくらます

きんから 鶴岡 きだい

きんぎょ 鶴岡 ひめじ

きんきらごで 鶴岡 きだい

きんきん 温海 きだい

きんこで 温海 きだい

きんこで 鶴岡 きだい

きんこで 酒田 きだい

きんこで 遊佐 きだい

ぎんだい（小） 飛島 くろだい

きんで 鶴岡 きだい

きんふぐ 鶴岡 しろさばふぐ

きんふぐ 遊佐 しろさばふぐ

きんぶぐ 温海 しろさばふぐ

きんぶぐ 鶴岡 しろさばふぐ

ぎんぽ 酒田 ぎんぽ

ぎんます 温海 さくらます

ぎんます 鶴岡 さくらます

ぎんます 酒田 さくらます

きんめだい 温海 ちかめきんとき

きんめだい 鶴岡 ちかめきんとき

きんめだい 酒田 ちかめきんとき

きんめだい 遊佐 ちかめきんとき

くさいお 温海 くさうお

くさいお 鶴岡 くさうお

くさがれ 酒田 うろこめがれい

くさふぐ 温海 くさふぐ

くさふぐ 酒田 くさふぐ

くさぶぐ 鶴岡 くさふぐ

くさよ 遊佐 くさうお

くそくい 鶴岡 めだい

くそばぢめ 温海 いずかさご  



くぢぼそ 鶴岡 まがれい

くぢぼそ 酒田 まがれい

くぢぼそ 遊佐 まがれい

くぢぼそ 飛島 まがれい

くぢぼそ 温海 まがれい

くで 飛島 おきたなご

くびなが 酒田 やなぎむしがれい

くびなが 遊佐 やなぎむしがれい

くまさか 温海 とらふぐ

くまさがふぐ 鶴岡 しょうさいふぐ

くりのきは 鶴岡 やなぎむしがれい

くれこご 鶴岡 めじな

くろ 酒田 くじめ

くろから 温海 たけのこめばる

くろから 酒田 くじめ

くろがら 飛島 くろそい

くろがれ 温海 ひれぐろ

くろがれ 鶴岡 ひれぐろ

くろがれ 酒田 ひれぐろ

くろがれ 遊佐 ひれぐろ

くろこ 温海 めじな

くろこ 鶴岡 めじな

くろこ 酒田 めじな

くろこ 遊佐 めじな

くろこ 飛島 めじな

くろざめ 遊佐 どちざめ

くろそ 鶴岡 めだい

くろぞうりお 温海 くろうしのした

くろたがば 鶴岡 いしがきだい

くろて 鶴岡 くろだい

くろて 遊佐 くろだい

くろで 温海 くろだい

くろで 酒田 くろだい

くろで 飛島 くろだい

くろてんこ 鶴岡 めばる

くろのどぐろ 温海 くろむつ

くろのどぐろ 鶴岡 くろむつ

くろのろ 鶴岡 のろげんげ

くろむつ 鶴岡 くろむつ

くろむつ 鶴岡 めだい

くろむつ 酒田 くろむつ

くろむつ 遊佐 くろむつ  



くろもよ 鶴岡 まはた

くろやなぎ 温海 ひれぐろ

げなじょろ 飛島 ぎんぽ

げなび 遊佐 ぎんぽ

げなみ 飛島 ぎんぽ

げんぞうばじめ 鶴岡 ひめおこぜ

こあな 温海 このしろ

こあな 鶴岡 このしろ

ごうだら 温海 ながづか

こうなご 温海 いかなご

こだい 鶴岡 ちだい

ごだら 鶴岡 しおいたちうお

こち 酒田 ねずみごち

こち 酒田 まごち

こち 遊佐 まごち

こち 飛島 ねずみごち

こぢ 温海 まごち

こぢ 鶴岡 まごち

こぢ 酒田 まごち

ごっこ 鶴岡 ほていうお

ごっこ 酒田 ほていうお

ごっこ 遊佐 ほていうお

こで 温海 くろだい

こで 温海 ちだい

こで 鶴岡 ちだい

こで 酒田 ちだい

こで 酒田 まだい

こで 遊佐 ちだい

こで 飛島 ちだい

こでこ 酒田 ちだい

こなが 鶴岡 いかなご

こなご 鶴岡 いかなご

こなご 酒田 いかなご

こなご 遊佐 いかなご

このしろ 鶴岡 このしろ

このしろ 酒田 このしろ

このしろ 飛島 このしろ

こはだ 温海 このしろ

こはだ 酒田 このしろ

こぶて 温海 こぶだい

こぶて 鶴岡 こぶだい

こぶて 飛島 こぶだい  



こぶで 酒田 こぶだい

こぶで 遊佐 こぶだい

ごまふぐ 飛島 ごまふぐ

ごみあんこ 遊佐 がんこ

ごみかすべ 温海 がんぎえい

ごみかすべ 温海 こもんかすべ

ごみかすべ 鶴岡 がんぎえい

ごみかすべ 鶴岡 こもんかすべ

ごみぼら 温海 まえそ

こもちがれ 遊佐 ばばがれい

こもぢがれ 鶴岡 ばばがれい

こもぢがれ 酒田 ばばがれい

ごり 遊佐 しらうお

こわだ 酒田 このしろ

こわだ 遊佐 このしろ

ごんた 鶴岡 まがれい

こんぺとう 鶴岡 こんぺいとう

ざぐ 酒田 ちだい

ざぐ 酒田 まだい

さぐだろ 酒田 けむしかじか

さぐらます 温海 さくらます

さぐらます 鶴岡 さくらます

さぐらます 酒田 さくらます

さけ 遊佐 さけ

さげ 温海 さけ

さげ 鶴岡 さけ

さげ 酒田 さけ

さづぎふぐ 温海 ごまふぐ

さどあまで 温海 しおいたちうお

さどあまで 鶴岡 しおいたちうお

さどあまで 酒田 しおいたちうお

さば 温海 まさば

さば 鶴岡 まさば

さば 酒田 まさば

さば 遊佐 まさば

さば 飛島 まさば

さばふぐ 鶴岡 ごまふぐ

さばふぐ 遊佐 ごまふぐ

さばふぐ 飛島 しろさばふぐ

さばぶぐ 温海 ごまふぐ

さばぶぐ 鶴岡 ごまふぐ

さめ♂ 温海 あぶらつのざめ  



さめがれ 温海 さめがれい

さめがれ 鶴岡 さめがれい

さめがれ 酒田 さめがれい

さめがれ 遊佐 さめがれい

さより 温海 さより

さより 酒田 さより

さより 飛島 さより

さわら 温海 さわら

さわら 鶴岡 さわら

さわら 酒田 さわら

さわら 遊佐 さわら

さわら 飛島 さわら

さんしょおごぜ 遊佐 ひめおこぜ

さんしょがれ 温海 すながれい

さんぜ 温海 くろだい

さんま 温海 さんま

さんま 鶴岡 さんま

さんま 酒田 さんま

さんま 遊佐 さんま

さんま 飛島 さんま

しいら 鶴岡 しいら

しいら 酒田 しいら

しいら 遊佐 しいら

しぇんしぇ 鶴岡 さぶろう

しぇんしぇ 鶴岡 しろう

しげ 鶴岡 きつねめばる

しげ 鶴岡 くろそい

しげいもん 酒田 けむしかじか

しげえむ 温海 けむしかじか

しげえむ 鶴岡 けむしかじか

しけころし 温海 ひめおこぜ

しけころし 鶴岡 ひめおこぜ

しげめ 鶴岡 けむしかじか

しごえむ 鶴岡 けむしかじか

しじぎ 温海 すずき

しじぎ 鶴岡 すずき

したくれ 遊佐 いしもち

しながれ 鶴岡 すながれい

しながれ 酒田 すながれい

しながれ 遊佐 すながれい

しなふぐ 温海 しょうさいふぐ

しなふぐ 鶴岡 くさふぐ  



しなぶぐ 温海 くさふぐ

しのこで 温海 くろだい

しのごで 鶴岡 くろだい

しのごで 酒田 くろだい

しのごで 遊佐 くろだい

しまあじ 温海 ぶりもどき

しまがぢ 温海 かつお

しまがづ 鶴岡 かつお

しまぞうり 温海 しまうしのした

しまぞうり 鶴岡 しまうしのした

しまぞり 酒田 しまうしのした

しまだい 酒田 いしがきだい

しまたなご 飛島 おきたなご

しまめぐり 温海 きゅうせん

しまめぐり 鶴岡 きゅうせん

しまめぐり 酒田 きゅうせん

しまめぐり 遊佐 きゅうせん

しまめぐり♂ 飛島 きゅうせん

しもぐざめ 温海 しゅもくざめ類

じゃんべ 酒田 あかえい

しゅもく 飛島 しゅもくざめ類

しゅもくざめ 鶴岡 しゅもくざめ類

しょうさいふぐ 酒田 しょうさいふぐ

しょうふぐじ 遊佐 しおいたちうお

しょうふぐばぢめ 飛島 くろそい

しょび 酒田 さより

しょび 遊佐 さより

しょんび 遊佐 さより

しら 温海 しいら

しら 鶴岡 しいら

しら 酒田 しいら

しら 飛島 しいら

しらうお 温海 しらうお

しらうお 鶴岡 しらうお

しらうお 酒田 しらうお

しらざめ 温海 ほしざめ

しらざめ 鶴岡 ほしざめ

しらざめ 酒田 ほしざめ

しらざめ 飛島 ほしざめ

しろ 遊佐 とらふぐ

しろえい 酒田 うしえい

しろまっか：体色で呼ぶ 温海 まつかわ  



しろめ 鶴岡 ぼら

しんじょ 温海 あいなめ

しんじょ 鶴岡 あいなめ

しんじょ 酒田 あいなめ

しんじょ 遊佐 あいなめ

しんじょ 飛島 あいなめ

しんじょぺご（小） 鶴岡 あいなめ

しんじょぺご（小） 飛島 あいなめ

しんじょぺら（小） 温海 あいなめ

しんじょほっけ 酒田 ほっけ

しんすけ 温海 ひれぐろ

すけそ 温海 すけとうだら

すけそ 鶴岡 すけとうだら

すけそ 酒田 すけとうだら

すけそ 遊佐 すけとうだら

すけそ 飛島 すけとうだら

すけそだら 酒田 すけとうだら

すけど 温海 すけとうだら

すけど 鶴岡 すけとうだら

すけど 酒田 すけとうだら

すずぎ 酒田 すずき

すずぎ 遊佐 すずき

すずぎ 飛島 すずき

すずめこがれ 酒田 めいたがれい

すずめで 温海 すずめだい

すずめで 鶴岡 すずめだい

ずまあぶらっこ（大） 鶴岡 くじめ

すみやぎ（小） 鶴岡 おおくちいしなぎ

せいご 温海 すずき

せいご 酒田 すずき

せいご 遊佐 すずき

せかすべ 酒田 こもんかすべ

せかすべ 飛島 こもんかすべ

せご 鶴岡 すずき

せんだいぎす 鶴岡 にぎす

せんでぎす 温海 にぎす

せんでぎす 鶴岡 にぎす

そい 温海 くろそい

そい 温海 たぬきめばる

そい 鶴岡 きつねめばる

そい 鶴岡 くろそい

そい 鶴岡 たけのこめばる  



そい 鶴岡 たぬきめばる

そい 酒田 たぬきめばる

そい 遊佐 きつねめばる

そい 遊佐 くろそい

そい 遊佐 たぬきめばる

そい 飛島 くろそい

そうだがぢ 温海 ひらそうだ

そうだがぢ 温海 まるそうだ

そうはち 温海 そうはち

そうはち 酒田 そうはち

ぞうり 鶴岡 くろうしのした

ぞうりお 温海 あかしたびらめ

ぞうりお 温海 いぬのした

ぞうりお 温海 くろうしのした

ぞうりお 鶴岡 くろうしのした

ぞうりお 酒田 くろうしのした

そおはぢ 鶴岡 そうはち

そおはぢ 遊佐 そうはち

そげ 酒田 ひらめ

たい 鶴岡 まだい

たい（大） 酒田 まだい

たいざめ 温海 ほしざめ

だいば 鶴岡 むしがれい

だいば 酒田 むしがれい

たがのは 酒田 ぬまがれい

たがのは 遊佐 ぬまがれい

たかば 飛島 いしだい

たがば 温海 いしだい

たがば 鶴岡 いしだい

たがば 酒田 いしだい

たがばがれ 温海 ぬまがれい

たげのごぞり 鶴岡 しまうしのした

たぢ 酒田 たちうお

たちうお 飛島 たちうお

たぢうお 鶴岡 たちうお

たぢうお 酒田 たちうお

たぢお 温海 たちうお

たづ 酒田 だつ

だづ 鶴岡 だつ

だづ 遊佐 だつ

たなご 温海 うみたなご

たなご 温海 おきたなご  



たなご 鶴岡 うみたなご

たなご 鶴岡 おきたなご

たなご 酒田 うみたなご

たなご 酒田 おきたなご

たなご 遊佐 うみたなご

たなご 遊佐 おきたなご

たなご 飛島 うみたなご

だにぼ 鶴岡 まえそ

たへいばじめ 鶴岡 ひめおこぜ

たへばぢめ 鶴岡 いずかさご

たら 温海 まだら

たら 鶴岡 まだら

たら 酒田 まだら

たら 遊佐 まだら

たら 飛島 まだら

たらさば（大） 酒田 まさば

たろざえもんころし 温海 ひめおこぜ

たろぜむごろし 温海 ひめおこぜ

だんぼぎし（大） 鶴岡 にぎす

ちゃてんこ 酒田 めばる

ちゃもれのさらづげ 鶴岡 ちかめきんとき

つのざめ♂ 温海 あぶらつのざめ

つのざめ♂ 鶴岡 あぶらつのざめ

つゆてんこ：6月頃 温海 めばる

つゆてんこ：6月頃 鶴岡 めばる

て 温海 まだい

て 鶴岡 まだい

て 酒田 まだい

て 遊佐 まだい

て 飛島 まだい

てのろ 鶴岡 のろげんげ

てば 遊佐 むしがれい

てば 飛島 むしがれい

でば 温海 むしがれい

でば 鶴岡 むしがれい

でば 酒田 むしがれい

でりご（子） 温海 あぶらつのざめ

でりご（子） 鶴岡 あぶらつのざめ

でんき 鶴岡 なべか

でんきかじか 温海 にじかじか

でんきかじか 鶴岡 にじかじか

てんくち 飛島 めばる  



てんこ 温海 めばる

てんこ 鶴岡 めばる

てんこ 酒田 うすめばる

てんこ 酒田 とごっとめばる

てんこ 遊佐 うすめばる

てんこ 遊佐 めばる

てんこはぢべ 飛島 うすめばる

てんたら 鶴岡 たなかげんげ

てんのろ 鶴岡 のろげんげ

どぐばぢめ 鶴岡 くろそい

どご 温海 きつねめばる

どご 温海 くろそい

どご 鶴岡 たけのこめばる

どご 鶴岡 たぬきめばる

どご 酒田 きつねめばる

どご 酒田 くろそい

とっくりがつお 鶴岡 まるそうだ

とび 温海 ほそとびうお

とびお 温海 ほそとびうお

とびお 酒田 つくしとびうお

とびお 酒田 ほそとびうお

とびお 遊佐 つくしとびうお

とびお 遊佐 ほそとびうお

とびよ 飛島 ほそとびうお

どぶかすべ 酒田 どぶかすべ

どぶかすべ 遊佐 どぶかすべ

どぶかすべ 飛島 どぶかすべ

とらざめ 鶴岡 とらざめ

とらざめ 鶴岡 なぬかざめ

とらざめ 飛島 とらざめ

とらざめ 飛島 なぬかざめ

とらふぐ 温海 とらふぐ

とらふぐ 鶴岡 とらふぐ

とらふぐ 酒田 とらふぐ

とらふぐ 遊佐 とらふぐ

とらふぐ 飛島 とらふぐ

どんこ 温海 えぞいそあいなめ

どんこ 鶴岡 えぞいそあいなめ

どんこ 酒田 えぞいそあいなめ

どんこ 遊佐 えぞいそあいなめ

どんぜもいわし 温海 うるめいわし

どんび 飛島 くろそい  



どんびはぢべ 飛島 たぬきめばる

どんべかすべ 遊佐 うしえい

ながもの 温海 だつ

なづおどご 鶴岡 がんぞうびらめ

なづおどご 酒田 がんぞうびらめ

なっと 鶴岡 ばばがれい

なっとがれ 温海 ばばがれい

ななきざみ 温海 ひめ

ななきざみ 鶴岡 ひめ

ななぎり 酒田 いしだい

ななぎり 遊佐 いしだい

ななぎり 飛島 いしだい

ななぎり 飛島 きぬばり

ななじぼし 鶴岡 まいわし

ななじぼし 酒田 まいわし

なのがまぢ 鶴岡 ぬまがれい

なべわり 温海 めじな

なべわり 鶴岡 いしだい

なべわり 鶴岡 めじな

なべわり 遊佐 いしだい

なめた 酒田 ばばがれい

なめた 酒田 ひれぐろ

なめらふぐ 温海 からす

なめらふぐ 鶴岡 からす

なんだ 飛島 たなかげんげ

なんだら 酒田 たなかげんげ

なんだら 遊佐 たなかげんげ

にぎす 鶴岡 にぎす

にし 温海 にしん

にし 鶴岡 にしん

にし 遊佐 にしん

にしいわし 酒田 にしん

にしお 酒田 にしん

にじます 温海 にじます

にじます 鶴岡 にじます

にじます 酒田 にじます

にじます 遊佐 にじます

にしん 温海 にしん

にしん 鶴岡 にしん

にしん 酒田 にしん

にしん 遊佐 にしん

にしん 飛島 にしん  



にせ 温海 くろだい

にせ 鶴岡 くろだい

にせ 酒田 くろだい

にせいなだ 酒田 ぶり

ねござめ 温海 とらざめ

ねござめ 温海 なぬかざめ

ねござめ 鶴岡 とらざめ

ねござめ 鶴岡 なぬかざめ

ねござめ 酒田 とらざめ

ねござめ 酒田 なぬかざめ

ねござめ 遊佐 どちざめ

ねござめ 遊佐 とらざめ

ねさし 酒田 まこがれい

ねさし 遊佐 まこがれい

ねさし 飛島 まこがれい

ねし 鶴岡 ぼら

ねし 鶴岡 めなだ

ねじり 酒田 くろうしのした

ねじり 遊佐 くろうしのした

ねじり 遊佐 しまうしのした

のっこ 鶴岡 ばばがれい

のどぐち 温海 あかむつ

のどぐち 遊佐 あかむつ

のどぐろ 温海 あかむつ

のどぐろ 鶴岡 あかむつ

のどぐろ 酒田 あかむつ

のどぐろ 遊佐 あかむつ

のどぐろ 飛島 あかむつ

のり♀ 酒田 あぶらつのざめ

のり♀ 飛島 あぶらつのざめ

のろ 温海 のろげんげ

のろ 鶴岡 のろげんげ

のろ 鶴岡 ぎんぽ

のろ 酒田 のろげんげ

のろ 遊佐 のろげんげ

のろ 飛島 のろげんげ

ばいせん 温海 ばしょうかじき

ばがいわし 鶴岡 かたくちいわし

はぎはっつぐ 温海 みしまおこぜ

ばぐち 温海 がんぞうびらめ

ばぐぢ 鶴岡 がんぞうびらめ

ばぐぢ 酒田 がんぞうびらめ  



ばぐぢ 遊佐 がんぞうびらめ

はぐよ 遊佐 たちうお

はげはっつぐ 鶴岡 みしまおこぜ

はごふぐ 温海 はこふぐ

はごふぐ 鶴岡 はこふぐ

はごふぐ 酒田 はこふぐ

はごふぐ 酒田 はりせんぼん

はごふぐ 遊佐 はこふぐ

はしなが 温海 さより

ばしょう 温海 ばしょうかじき

ばしょう 鶴岡 ばしょうかじき

ばしょう 遊佐 ばしょうかじき

ばしょうかじぎ 飛島 ばしょうかじき

はだはだ 温海 はたはた

はだはだ 鶴岡 はたはた

はだはだ 酒田 はたはた

はだはだ 遊佐 はたはた

はだはだ 飛島 はたはた

はぢべ 飛島 めばる

はぢめ 温海 かさご

はぢめ 鶴岡 かさご

はぢめ 鶴岡 きつねめばる

はぢめ 鶴岡 くろそい

はぢめ 鶴岡 やなぎのまい

はぢめ 遊佐 えぞめばる

はぢめ 遊佐 たけのこめばる

はぢめ 遊佐 とごっとめばる

はっかく 温海 さぶろう

はっかく 温海 しろう

はっかく 鶴岡 さぶろう

はっかく 鶴岡 しろう

はっかく 酒田 さぶろう

はっかく 酒田 しろう

はっかく 遊佐 さぶろう

はっかく 遊佐 しろう

はっつぐ 鶴岡 みしまおこぜ

はなおごぜ 鶴岡 はなおこぜ

はなだい 温海 ちだい

はなだい 鶴岡 ちだい

はなだい 酒田 ちだい

はなたらし 温海 がんこ

はなたらし 鶴岡 がんこ  



はなたらし 酒田 がんこ

はねご 温海 すずき

はねご 鶴岡 すずき

ばばちゃ 鶴岡 たなかげんげ

ばばのろ 鶴岡 たなかげんげ

はも 温海 はも

はも 温海 まあなご

はも 鶴岡 はも

はも 鶴岡 まあなご

はも 酒田 はも

はも 酒田 まあなご

はも 遊佐 はも

はも 遊佐 まあなご

はも 飛島 はも

はも 飛島 まあなご

ばらかすべ 鶴岡 どぶかすべ

ばらごて（小） 鶴岡 まだい

はりせんぼん 酒田 はりせんぼん

はりせんぼん 遊佐 はりせんぼん

はりせんぼん 飛島 はりせんぼん

はりふぐ 酒田 はりせんぼん

はりぶぐ 温海 はりせんぼん

はりぶぐ 鶴岡 はりせんぼん

はりぶぐ 飛島 はりせんぼん

はりぼご 鶴岡 はりせんぼん

はるやま 鶴岡 さぶろう

はるやま 鶴岡 しろう

ばんじょ（大） 温海 いかなご

ばんじょ（大） 鶴岡 いかなご

はんてんめばる 飛島 とごっとめばる

ひごい 温海 ひめじ

びっき 遊佐 むらそい

びっきはぢべ 飛島 きつねめばる

びっきばぢめ 温海 むらそい

ひのいこ 鶴岡 かなど

ひのいこ 鶴岡 ひめじ

ひのいっこ 鶴岡 かなど

ひのいりこ 鶴岡 かなど

ひのえこ 酒田 かなど

ひのよ 温海 かなど

ひのよこ 温海 かなど

ひのよこ 遊佐 かなど  



ひらあじ 温海 かいわり

ひらあじ 鶴岡 かいわり

ひらあじ 遊佐 かいわり

ひらかづ 酒田 ひらそうだ

ひらがつ 遊佐 ひらそうだ

ひらがづ 温海 ひらそうだ

ひらがづ 温海 くろまぐろ

ひらがづ 鶴岡 ひらそうだ

ひらがづ 鶴岡 くろまぐろ

ひらがづ 酒田 くろまぐろ

ひらがづ 遊佐 くろまぐろ

ひらがつお 鶴岡 ひらそうだ

ひらまさ 温海 ひらまさ

ひらまさ 鶴岡 ひらまさ

ひらまさ 酒田 ひらまさ

ひらまさ 遊佐 ひらまさ

ひらまさ 飛島 ひらまさ

ひらます：幅の広い大型魚 温海 さくらます

ひらます：幅の広い大型魚 鶴岡 さくらます

ひらめ 温海 ひらめ

ひらめ 鶴岡 ひらめ

ひらめ 酒田 ひらめ

ひらめ 遊佐 ひらめ

ひらめ 飛島 ひらめ

ふぐ 鶴岡 しょうさいふぐ

ふぐ 酒田 ごまふぐ

ふぐ 酒田 しろさばふぐ

ふぐ 酒田 しょうさいふぐ

ふぐ 遊佐 しょうさいふぐ

ふぐ 飛島 くさふぐ

ふぐ 飛島 はこふぐ

ふぐらげ 温海 ぶり

ふぐらげ 鶴岡 ぶり

ぶだかすべ 温海 どぶかすべ

ぶだかすべ 鶴岡 どぶかすべ

ぶどいわし 温海 かたくちいわし

ぶり 温海 ぶり

ぶり 鶴岡 ぶり

ぶり 酒田 ぶり

ぶり 遊佐 ぶり

ぶり 飛島 ぶり

ふろこご 温海 めじな  



へ 温海 うぐい

へ 鶴岡 うぐい

へいざっこ 酒田 うぐい

べだ 酒田 ひらめ

べろかじか 遊佐 にじかじか

ほうぼう 温海 ほうぼう

ほうぼう 酒田 ほうぼう

ほうぼう 遊佐 ほうぼう

ほおれ 飛島 けむしかじか

ほしがれ 鶴岡 ほしがれい

ほしざめ 温海 ほしざめ

ほしざめ 鶴岡 ほしざめ

ほしざめ 酒田 ほしざめ

ほしざめ 遊佐 ほしざめ

ほっけ 温海 ほっけ

ほっけ 鶴岡 ほっけ

ほっけ 酒田 ほっけ

ほっけ 遊佐 ほっけ

ほっけ 飛島 ほっけ

ほっけしんじょ 鶴岡 ほっけ

ほっけしんじょ 酒田 ほっけ

ほで 飛島 ほていうお

ほでいお 鶴岡 ほていうお

ぼら 温海 ぼら

ぼら 温海 めなだ

ぼら 鶴岡 ぼら

ぼら 鶴岡 めなだ

ぼら 酒田 ぼら

ぼら 酒田 めなだ

ぼら 遊佐 ぼら

ぼら 飛島 ぼら

ぼら 飛島 めなだ

ぽんたら 温海 まだら

ぽんたら 鶴岡 まだら

ぽんたら 酒田 まだら

ぽんたら 遊佐 まだら

ほんまぐろ 鶴岡 くろまぐろ

ほんます 鶴岡 さくらます

ほんます 酒田 さくらます

ほんます 遊佐 さくらます

まいわし 温海 まいわし

まいわし 遊佐 まいわし  



まかすべ 酒田 こもんかすべ

まかすべ 遊佐 こもんかすべ

まがれ 温海 ひらめ

まがれ 鶴岡 ひらめ

まがれ 酒田 ひらめ

まがれ 飛島 ひらめ

まぐろ 温海 くろまぐろ

まぐろ 鶴岡 くろまぐろ

まぐろ 酒田 くろまぐろ

まごち 酒田 まごち

まごぢ 温海 まごち

まさば（大） 飛島 まさば

ます 温海 さくらます

ます 鶴岡 さくらます

ます 酒田 さくらます

ます 遊佐 さくらます

ます 飛島 からふとます

ます 飛島 さくらます

まぞい 酒田 たぬきめばる

まだら 酒田 まだら

まだら 遊佐 まだら

まっか♂ 酒田 あぶらつのざめ

まっか♂ 飛島 あぶらつのざめ

まっかがれ 温海 まつかわ

まつかさうお 温海 まつかさうお

まつかさうお 鶴岡 まつかさうお

まつかさうお 酒田 まつかさうお

まつかさうお 遊佐 まつかさうお

まっかざめ 酒田 しゅもくざめ類

まっかざめ♂ 酒田 あぶらつのざめ

まっかせ 鶴岡 はつめ

まっかせ 鶴岡 やなぎのまい

まつかわ 鶴岡 まつかわ

まったざめ♂ 温海 あぶらつのざめ

まったざめ♂ 鶴岡 あぶらつのざめ

まなぐいわし 酒田 うるめいわし

まなごいわし 鶴岡 うるめいわし

まなごがれ 鶴岡 めいたがれい

まめふぐ 温海 くさふぐ

まめぶぐ 酒田 くさふぐ

まらほんきょ 温海 あさひあなはぜ

まらほんけ 鶴岡 あさひあなはぜ  



まらまんけ 温海 あさひあなはぜ

まるあじ 鶴岡 かいわり

まるがづ 温海 まるそうだ

まるがづ 鶴岡 まるそうだ

まるがづ 遊佐 まるそうだ

まるかづお 酒田 かつお

まるかづお 酒田 まるそうだ

まるとび 鶴岡 ほそとびうお

まんぼ 鶴岡 まんぼう

まんぼう 温海 まんぼう

まんぼう 鶴岡 まんぼう

まんぼう 酒田 まんぼう

まんぼう 遊佐 まんぼう

まんぼう 飛島 まんぼう

みぎらいわし 鶴岡 うるめいわし

むぐじ 遊佐 けむしかじか

むつ 酒田 あかむつ

むつ 飛島 あかむつ

むつ 飛島 くろむつ

むろあじ 飛島 まあじ

めおごぜ 遊佐 けむしかじか

めかぎ 酒田 ねずみごち

めごじ 遊佐 けむしかじか

めごよ 遊佐 ひめじ

めさし 遊佐 まこがれい

めざめ♀ 温海 あぶらつのざめ

めざめ♀ 鶴岡 あぶらつのざめ

めざめ♀ 酒田 あぶらつのざめ

めざめ♀ 遊佐 あぶらつのざめ

めざめ♀ 飛島 あぶらつのざめ

めじ 温海 くろまぐろ

めじ 鶴岡 くろまぐろ

めじ 酒田 くろまぐろ

めじ 遊佐 くろまぐろ

めじな 鶴岡 めじな

めじな 飛島 めじな

めじまぐろ 飛島 くろまぐろ

めじろいわし 酒田 うるめいわし

めだい 酒田 めだい

めだい 遊佐 めだい

めだい 飛島 めだい

めだまいわし 温海 うるめいわし  



めった 温海 めいたがれい

めった 鶴岡 めいたがれい

めったがれ 温海 めいたがれい

めっと 酒田 めいたがれい

めとじ 遊佐 めいたがれい

めとじ 酒田 めいたがれい

めとぢ 鶴岡 ねずみごち

めとぢ 酒田 ねずみごち

めどぢ 温海 ねずみごち

めばる 酒田 うすめばる

めひかり 鶴岡 にぎす

めぶと 酒田 めいたがれい

めぶど 温海 うるめいわし

めぶど 鶴岡 めいたがれい

めぶどいわし 鶴岡 うるめいわし

もく 酒田 まこがれい

もぐ 鶴岡 まこがれい

もぐがれ 温海 まこがれい

もぐざめ 遊佐 なぬかざめ

もぐち 酒田 けむしかじか

もごじ 飛島 こぶだい

もざめ 飛島 どちざめ

もじろ 鶴岡 さより

もぼち 飛島 すずめだい

もよ 温海 きじはた

もよ 温海 まはた

もよ 鶴岡 きじはた

もよ 鶴岡 まはた

もよ 酒田 きじはた

もよ 酒田 まはた

もよ 遊佐 まはた

もよ 飛島 きじはた

もよ 飛島 まはた

もよばじめ 鶴岡 きじはた

もんじろ 温海 さより

もんじろ 温海 だつ

もんじろ 鶴岡 さより

やしり 鶴岡 ながづか

やっこなし 鶴岡 がんこ

やづめ 温海 かわやつめ

やづめ 鶴岡 かわやつめ

やづめ 酒田 かわやつめ  



やづめ 遊佐 かわやつめ

やなぎ 温海 やなぎむしがれい

やなぎ 鶴岡 やなぎむしがれい

やなぎ 酒田 やなぎむしがれい

やなぎがれ 温海 やなぎむしがれい

やなぎのめ 酒田 はつめ

やなぎのめ 酒田 やなぎのまい

やなぎのめ 遊佐 はつめ

やなぎのめ 遊佐 やなぎのまい

やろ 温海 みしまおこぜ

やろ 鶴岡 みしまおこぜ

やろ 酒田 みしまおこぜ

やろ 遊佐 みしまおこぜ

よ 温海 さけ

よ 飛島 さけ

よお 鶴岡 さけ

よお 酒田 さけ

よお 遊佐 さけ

よぎし 鶴岡 ぎんあなご

よごい 温海 うぐい

よごい 鶴岡 うぐい

よねじ 温海 ぎんあなご

よねじ 鶴岡 ぎんあなご

よねじ 酒田 ぎんあなご

よねじ 遊佐 ぎんあなご

よもぎぞい 遊佐 たぬきめばる

りぎし 鶴岡 にじかじか

りぎしかじか 温海 にじかじか

ろうそくぼっけ 温海 ほっけ

ろうそくぼっけ 鶴岡 ほっけ

わしがれ 鶴岡 ほしがれい

わしがれ 酒田 ほしがれい

わしがれ 遊佐 ほしがれい

わしがれい 温海 ほしがれい

わに 温海 どたぶか

わに 温海 ねずみざめ

わに 温海 よしきりざめ

わに 鶴岡 しゅもくざめ類

わに 鶴岡 どたぶか

わに 鶴岡 ねずみざめ

わに 鶴岡 よしきりざめ

わに 酒田 どたぶか  



わに 酒田 ねずみざめ

わに 酒田 よしきりざめ

わにざめ 鶴岡 しゅもくざめ類

わにざめ 鶴岡 どたぶか

わにざめ 鶴岡 ねずみざめ

わにざめ 鶴岡 よしきりざめ

わにざめ 酒田 どたぶか

わにざめ 酒田 ねずみざめ

わにざめ 酒田 よしきりざめ

わらさ 温海 ぶり

わらさ 鶴岡 ぶり

わらさ 酒田 ぶり

わらさ 遊佐 ぶり

んばざめ 温海 なぬかざめ

んばざめ 鶴岡 なぬかざめ

んま 鶴岡 うまづらはぎ

んまづら 温海 うまづらはぎ

んまづら 鶴岡 うまづらはぎ

んまづら 遊佐 うまづらはぎ  
 


