
栃木県のトンボ　初見日と終見日の記録　2019年3月25日現在 
　均翅亜目 

Suborder Zygoptera
トンボの種類 初見日　旧記録 初見日　新しい記録 場所 記録者

　アオイトトンボ 　2015年5月23日 　2015年4月30日 　矢板市こぶし台 　A.N.(採集1♂未熟)

　オオアオイトトンボ 　2016年6月22日 　2016年6月17日 　那須塩原市越堀 　A.N.(目撃1♂ 未熟他)

　コバネアオイトトンボ 　1979年5月5日

　アジアイトトンボ 　2016年4月3日 　2017年3月30日 
　2018年3月25日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(目撃1♂ 未熟) 
　A.N.(採集1♂ 1♀未熟)

　オオイトトンボ

　クロイトトンボ 　1966年4月29日 　2016年4月22日 
　2018年4月20日 
　2018年4月19日

　矢板市こぶし台 
　那須塩原市越堀 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂ 羽化直) 
　E.T(撮影1♂) 
　A.N.(採集1♂♀羽化直)

　セスジイトトンボ

　エゾイトトンボ 　2012年6月1日 　2015年5月14日 　那須塩原市中塩原 　A.N.(採集1♂)

　オゼイトトンボ

　キイトトンボ 　1991年5月25日 　2015年5月23日 
　2018年5月20日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂ 未熟) 
　A.N.(採集1♂)

　モートンイトトンボ

　ルリイトトンボ

　モノサシトンボ

　グンバイトンボ

　アオハダトンボ

　ハグロトンボ

　ミヤマカワトンボ 　2015年5月18日 　2015年5月17日 　那須塩原市宇津野 　A.N.(採集1♀)

　ニホンカワトンボ 　1966年4月6日

　トンボの種類 終見日　旧記録 終見日　新しい記録 場所 記録者

　アオイトトンボ 　1996年10月26日 　2015年11月5日 　矢板市こぶし台 　A.N.(採集1♂)

　オオアオイトトンボ 　1968年12月11日 　2003年12月12日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　コバネアオイトトンボ 　1968年11月3日 　1998年11月8日 　真岡市下籠谷 　A.N.(採集1♂1♀)

　アジアイトトンボ

　オオイトトンボ

　クロイトトンボ 　1968年10月8日 
　2014年10月10日

　藤岡町篠山南 
　矢板市こぶし台

　桜谷　保之(採集2♂1♀) 
　A.N.(採集1♂)

　セスジイトトンボ

　エゾイトトンボ

　オゼイトトンボ

　キイトトンボ 　1968年10月8日 　2015年10月12日 　那須町高久丙 　A.N.(採集1♂)

　モートンイトトンボ

　ルリイトトンボ

　モノサシトンボ

　グンバイトンボ

　アオハダトンボ

　ハグロトンボ 　1968年10月12日 　2004年11月20日 　真岡市若旅 　A.N.(採集1♂1♀)

　ミヤマカワトンボ 　1968年8月30日 　2014年9月12日 　那須塩原市下田野 　A.N.(採集1♂)

　ニホンカワトンボ 　1964年9月5日
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不均翅亜目 
Suborder Anisoptera

トンボの種類 初見日　旧記録 初見日　新しい記録 場所 記録者

　アオサナエ

　ウチワヤンマ

　オジロサナエ

　オナガサナエ

　コオニヤンマ 　1992年6月2日 　2014年6月1日 　那須町黒田原 　E.T(撮影)

　コサナエ

　ダビドサナエ

　クロサナエ

　モイワサナエ 　1971年4月25日 　2015年4月22日 
　2018年4月22日

　那須町高久丙 
　那須町高久丙

　E.T(撮影) 
　E.T(撮影,前日羽化殻4)

　ヒメクロサナエ

　ヒメサナエ 　1968年6月26日 　2014年6月15日 　佐野市佐原町 　A.N.(採集1♀)

　ホンサナエ

　ミヤマサナエ

　オニヤンマ

　サラサヤンマ 　2015年5月17日 　2016年5月12日 
　2016年5月12日

　那須町高久丙 
　矢板市石関

　E.T(撮影) 
　A.N.(目撃1♀)

　ミルンヤンマ 　1970年7月21日 　2013年7月16日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　カトリヤンマ

　ギンヤンマ 　1968年5月11日 　2014年4月25日 
　2014年4月24日 
　2018年4月10日 
　2018年4月8日

　矢板市石関 
　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♀) 
　A.N.(目撃1♂) 
　E.T(羽化殻採集) 
　A.N.(羽化殻採集1♀)

　オオギンヤンマ 　1983年8月22日 　1998年8月20日 　真岡市下籠谷 　A.N.(採集1♀)

　クロスジギンヤンマ 　1967年5月3日 　2016年4月12日 　矢板市こぶし台 　A.N.(羽化殻採集1♀)

　ヤブヤンマ 　1963年6月2日

　ルリボシヤンマ

　オオルリボシヤンマ

　アキアカネ

　キトンボ

　コノシメトンボ 　1968年8月18日 　2017年7月21日  那須塩原市下田野 　A.N.(採集1♀)

　オオキトンボ

　タイリクアカネ

　ナツアカネ

　ネキトンボ

　ノシメトンボ 　1967年6月18日 　2014年6月15日 　佐野市作原 　A.N.(採集1♀)

　ヒメアカネ

　マユタテアカネ 　1979年6月10日 　2016年6月10日 　那須塩原市中塩原 　A.N.(採集1♂)

　マイコアカネ 　1966年7月10日 　2016年6月11日 
　2017年6月4日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂) 
　A.N.(採集1♀)

　リスアカネ

　ミヤマアカネ 　1968年6月26日 　2016年6月24日 　那須町黒田原運動公園 　E.T(撮影)

　ムツアカネ

　コシアキトンボ

　オオシオカラトンボ

　シオカラトンボ 　1968年4月21日 　2018年4月19日 　矢板市こぶし台 　E.T(撮影,採集)

　シオヤトンボ 　1959年4月12日 　2015年4月6日 　矢板市石関 　A.N.(目撃数頭羽化直)

　ショウジョウトンボ 　1964年5月23日 　2016年5月5日 
　2018年4月22日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂) 
　A.N.(採集1♀)

　ヨツボシトンボ 　2016年4月3日 　2017年3月30日 
　2018年3月29日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(目撃) 
　A.N.(撮影1♂)

　ハッチョウトンボ 　1991年5月19日 　2015年5月11日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　ハラビロトンボ

　チョウトンボ 　2012年6月20日 　2016年6月11日 
　2018年6月7日

　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂) 
　A.N.(採集1♀)

　ハネビロトンボ

　ウスバキトンボ 　2015年6月15日 　2016年5月8日 　那須塩原市寺子 　E.T(撮影)

　カオジロトンボ

　エゾトンボ

　タカネトンボ 　2013年6月25日 　2015年6月17日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　ハネビロトンボ

　カラカネトンボ

　トラフトンボ 　1959年4月26日 　2016年4月24日 
　2018年4月19日 
　2017年4月22日 
　2018年3月31日 
　2018年3月29日

　那須塩原市越堀 
　那須塩原市越堀 
　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台 
　矢板市こぶし台

　E.T(捕獲撮影) 
　E.T(目撃,羽化殻採集) 
　A.N.(撮影1♂羽化) 
　E.T(捕獲撮影) 
　A.N.(羽化殻採集1♂1♀)

　オオヤマトンボ

　コヤマトンボ

　キイロヤマトンボ

　ムカシヤンマ

　ムカシトンボ
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不均翅亜目 
Suborder Anisoptera

トンボの種類 終見日　旧記録 終見日　新しい記録 場所 記録者

　アオサナエ

　ウチワヤンマ 　1980年9月2日 　2011年9月6日 　那須塩原市越堀 　E.T(撮影)

　オジロサナエ

　オナガサナエ

　コオニヤンマ 　2013年10月14日 目撃 　2014年9月13日 　那須町黒田原 　E.T(撮影)

　コサナエ

　ダビドサナエ

　クロサナエ

　モイワサナエ

　ヒメクロサナエ

　ヒメサナエ

　ホンサナエ

　ミヤマサナエ

　オニヤンマ 　1996年9月17日 　2015年10月3日 
　2013年10月8日

　那須町高久丙 
　矢板市下伊佐野

　E.T(撮影) 
　A.N.(目撃1♂)

　サラサヤンマ

　ミルンヤンマ

　カトリヤンマ 　1954年10月31日 　1998年11月8日 　真岡市下籠谷 　A.N.(採集1♂)

　ギンヤンマ 　2015年10月18日 目撃 　2016年10月19日 　益子町益子 　A.N.(目撃1♂)

　オオギンヤンマ 　1998年10月4日 　1998年10月25日 　真岡市若旅 　A.N.(採集2♂)

　クロスジギンヤンマ 　1967年8月31日 　1997年10月8日 　真岡市下籠谷 　A.N.(採集1♂)

　ヤブヤンマ 　2016年8月11日 　2017年8月30日 　那須町高久丙 　E.T(採集1♀)

　ルリボシヤンマ 　1983年10月7日 　2015年10月23日 
　2014年10月30日

　那須町寄居 
　那須町北条

　E.T(撮影) 
　A.N.&E.T(目撃1♂)

　オオルリボシヤンマ 　2014年10月7日 
　✽2019年11月01日

　那須町高久丙 
　那須町北条

　A.N.(目撃1♀) 
　E.T(撮影)

　アキアカネ 　2013年12月11日 　2015年12月25日 　那須町寺子 　E.T(撮影)

　キトンボ 　1968年12月8日 　2013年12月11日 　那須町高久丙 　A.N.(採集1♂)

　2015年12月12日 　那須塩原市寺子 　E.T(撮影)

　✽2019年12月20日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　オオキトンボ 　2004年11月7日 　真岡市若旅 　A.N.(目撃1♂)

　コノシメトンボ 　1996年9月13日 　2014年10月16日 　那須塩原市関谷 　A.N.(捕獲1♀解放)

　タイリクアカネ

　ナツアカネ 　1968年11月19日 　2015年12月5日 　那須町寺子 　E.T(撮影)

　2017年12月11日 　那須町寺子 　E.T(撮影)

　ネキトンボ 　2013年10月13日 　2014年11月20日 　那須塩原市寺子 　E.T(撮影)

　ノシメトンボ 　1968年11月3日 　2014年11月8日 
　2019年11月9日 
　2014年11月11日 
　2017年11月16日

　那須塩原越堀 
　那須町高久丙、那須塩原市越堀 
　那須町高久丙 
　那須町高久丙

　E.T(撮影) 
　E.T(撮影) 
　A.N.(目撃1♂) 
　E.T(撮影)＆A.N.(目撃)

　ヒメアカネ 　1968年11月3日 　✽2019年11月9日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　2019年12月1日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　マユタテアカネ 　1968年12月7日  
　2003年12月7日

　氏家町上阿久津 
　宇都宮市上桑島町

　土屋喜一(採集1♂) 
　喜多英人(撮影1♂)

　マイコアカネ

　リスアカネ 　2014年11月3日 　2014年11月11日 　那須町高久丙 　A.N.(採集1♂1♀)

　ミヤマアカネ

　ムツアカネ

　コシアキトンボ

　オオシオカラトンボ

　シオカラトンボ

　シオヤトンボ 　1966年7月10日 　2012年7月26日 　那須町高久丙 　A.N.(採集1♂)

　ショウジョウトンボ 　(2014/10/18) 　2002年10月22日 
　2015年10月26日

　真岡市若旅 
　矢板市こぶし台

　A.N.(採集1♂) 
　A.N.(採集1♂)

　ヨツボシトンボ

　ハッチョウトンボ 　2015年10月4日 　2016年10月16日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　ハラビロトンボ

　チョウトンボ 　1992年9月20日 　2019年9月25日 　那須塩原市越堀 　E.T(撮影)

　ハネビロトンボ 　2013年9月3日 　2015年10月3日 　那須塩原市寺子 　E.T(撮影)

　ウスバキトンボ 　1994年10月18日 　2006年11月14日 　益子町益子 　A.N.(採集1♀)

　カオジロトンボ

　エゾトンボ

　タカネトンボ 　1968年9月23日 　2015年9月26日 　那須町高久丙 　E.T(撮影)

　ハネビロエゾトンボ 　1996年9月29日 　1997年10月8日 　真岡市下籠谷 　A.N.(採集1♂)

　カラカネトンボ

　トラフトンボ 　1959年5月31日 　2014年6月15日 
　2018年6月19日 
　2014年6月19日

　那須町北条 
　那須塩原市越堀 
　那須塩原市越堀

　E.T(撮影） 
　E.T(撮影） 
　A.N.(目撃1♂)

　オオヤマトンボ 　(2013/9/18 ) 　2000年9月20日 　那須塩原市越堀 　A.N.(採集1♂)

　コヤマトンボ

不均翅亜目 
Suborder Anisoptera

トンボの種類
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                       ✽　2019年新たに更新された記録 
　　　　　　　　A.N ：西田　彰氏（日本トンボ学会会員）　E.T；月井栄三郎（日本トンボ学会会員） 
　　　　　　　  参考文献：栃木のトンボ（インセクト　第20巻第1号）昆虫愛好会　栃木県トンボ誌編纂委員会、　二橋　亮　初見終見資料集

　キイロヤマトンボ 　記録なし 　2005年7月10日 　茂木町飯野 　A.N.(採集2♀)

　ムカシヤンマ 　1980年8月12日 　2012年8月21日 　日光市川俣八丁の湯 　E.T(撮影)

　ムカシトンボ

不均翅亜目 
Suborder Anisoptera

終見日　旧記録 終見日　新しい記録 場所 記録者

不均翅亜目 
Suborder Anisoptera

トンボの種類
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