
個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

TGC-03-001
令和3年12月24日

午前8時00分
括り 銃 坂井 オス 77.7

TGC-03-002
令和3年12月25日

午前9時30分
括り 銃 藤原 メス 25

TGC-03-003
令和3年12月27日

午前7時00分
檻 銃 山荻 オス 14.5

TGC-03-004
令和3年12月27日

午前7時00分
檻 ナイフ 山荻 メス 12.6

TGC-03-005
令和3年12月28日

午前8時45分
括り 銃 藤原 メス 16.8

TGC-03-006
令和3年12月28日

午後2時40分
括り 銃 藤原 メス 68

TGC-03-007
令和3年12月31日

午前7時30分
括り 銃 東⾧田 オス 39.2

TGC-03-008
令和4年1月2日

午前8時10分
檻 ナイフ 出野尾 オス 68

TGC-03-009
令和4年1月2日

午前7時50分
括り 銃 出野尾 オス 23

TGC-03-010
令和4年1月4日

午前9時00分
括り 銃 犬石 メス 25

TGC-03-011
令和4年1月5日

午前7時10分
檻 電気 神余 オス 21

TGC-03-012
令和4年1月5日

午前8時00分
檻 銃 西川名 オス 20

TGC-03-013
令和4年1月5日

午前8時00分
括り 銃 西川名 オス 23

TGC-03-014
令和4年1月5日

午前6時30分
括り 銃 古茂口 メス 50

TGC-03-015
令和4年1月6日

午前8時00分
括り 銃 山本 オス 29

TGC-03-016
令和4年1月8日

午前8時00分
檻 ナイフ 早物 メス 22.2

TGC-03-017
令和4年1月8日

午前8時00分
檻 ナイフ 早物 オス 23.4

TGC-03-018
令和4年1月8日

午前7時00分
檻 電気 神余 オス 23.2

TGC-03-019
令和4年1月8日

午前7時00分
檻 電気 神余 オス 20



個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

採番無し
令和4年1月8日

午前7時00分
檻 電気 神余 オス 18

採番無し
令和4年1月8日

午前7時00分
檻 電気 神余 オス 18.1

TGC-03-020
令和4年1月8日

午前8時25分
檻 電気 神余 メス 18.1

TGC-03-021
令和4年1月8日

午前9時30分
括り ナイフ 笠名 オス 26

TGC-03-022
令和4年1月8日

午後12時38分
括り 銃 藤原 オス 22.5

TGC-03-023
令和4年1月11日

午前8時00分
檻 ナイフ 稲 オス 44.9

TGC-03-024
令和4年1月11日

午前8時00分
檻 ナイフ 稲 オス 35.4

TGC-03-025
令和4年1月11日

午前9時00分
括り ナイフ 山荻 メス 13.6

TGC-03-026
令和4年1月11日

午前9時00分
檻 電気 小原 オス 25

TGC-03-027
令和4年1月12日

午前7時45分
括り 銃 神余 オス 55

TGC-03-028
令和4年1月12日

午前9時00分
括り ナイフ 坂井 オス 19

TGC-03-029
令和4年1月12日

午前9時40分
檻 電気 神余 メス 55

TGC-03-030
令和4年1月12日

午前9時40分
檻 電気 神余 メス 30

TGC-03-031
令和4年1月12日

午前7時30分
括り ナイフ 佐野 メス 19.5

TGC-03-032
令和4年1月14日

午前8時40分
檻 ナイフ 宝貝 オス 35.1

TGC-03-033
令和4年1月17日

午前7時20分
括り 銃 藤原 オス 41

TGC-03-034
令和4年1月17日

午前7時50分
檻 銃 東⾧田 メス 19.2

TGC-03-035
令和4年1月18日

午前8時30分
括り ナイフ 小原 メス 27

TGC-03-036
令和4年1月19日

午前6時40分
括り ナイフ 山本 オス 28.7



個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

TGC-03-037
令和4年1月19日

午前9時10分
檻 電気 上真倉 オス 70.8

TGC-03-038
令和4年1月19日

午前9時00分
括り ナイフ 伊戸 オス 23

TGC-03-039
令和4年1月19日

午前8時00分
檻 銃 作名 オス 74.5

TGC-03-040
令和4年1月19日

午後2時50分
檻 電気 藤原 メス 28.2

TGC-03-041
令和4年1月21日

午前8時05分
括り 銃 山荻 メス 51.1

TGC-03-042
令和4年1月21日

午前8時00分
括り 電気 大神宮 メス 43

TGC-03-043
令和4年1月21日

午前9時00分
檻 ナイフ 山荻 メス 16.9

TGC-03-044
令和4年1月21日

午前9時00分
檻 ナイフ 山荻 メス 15.3

TGC-03-045
令和4年1月21日

午前9時00分
括り ナイフ 出野尾 メス 23.5

TGC-03-046
令和4年1月22日

午前9時30分
括り ナイフ 布沼 オス 97

TGC-03-047
令和4年1月23日

午前8時10分
檻 電気 神余 メス 58

TGC-03-048
令和4年1月24日

午前9時00分
檻 電気 小原 メス 74.5

TGC-03-049
令和4年1月25日

午前7時00分
檻 ナイフ 山荻 メス 20

TGC-03-050
令和4年1月26日

午前8時00分
檻 ナイフ 山荻 オス 41

TGC-03-051
令和4年1月26日

午前9時00分
檻 銃 小原 メス 59

TGC-03-052
令和4年1月29日

午前8時15分
括り ナイフ 坂井 オス 17

TGC-03-053
令和4年1月29日

午前9時00分
檻 ナイフ 水岡 メス 70.6

TGC-03-054
令和4年1月29日

午前9時00分
檻 電気 小原 オス 26.4

TGC-03-055
令和4年1月29日

午前9時00分
檻 電気 小原 メス 25.4



個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

TGC-03-056
令和4年1月29日

午前7時15分
檻 電気 畑 オス 15.1

TGC-03-057
令和4年1月29日

午前7時15分
檻 電気 畑 メス 14.2

TGC-03-058
令和4年2月1日

午前11時00分
括り 銃 小原 メス 70.6

TGC-03-059
令和4年2月2日

午前8時00分
括り ナイフ 西川名 メス 44

TGC-03-060
令和4年2月2日

午前8時25分
括り 銃 出野尾 オス 67

TGC-03-061
令和4年2月3日

午前8時00分
檻 ナイフ 宝貝 メス 47

TGC-03-062
令和4年2月3日

午前9時00分
括り 銃 佐野 メス 49

TGC-03-063
令和4年2月4日

午前6時40分
檻 電気 神余 オス 24.2

TGC-03-064
令和4年2月4日

午前8時15分
括り 銃 伊戸 オス 100

TGC-03-065
令和4年2月5日

午前8時00分
括り 銃 坂井 オス 57

TGC-03-066
令和4年2月8日

午前8時00分
括り 銃 伊戸 オス 50.3

TGC-03-067
令和4年2月8日

午前8時00分
括り 銃 東⾧田 メス 37.4

TGC-03-068
令和4年2月9日

午後17時30分
括り ナイフ 布沼 メス 29

TGC-03-069
令和4年2月10日

午前8時00分
括り ナイフ 作名 オス 42

TGC-03-070
令和4年2月10日

午前8時50分
括り ナイフ 笠名 メス 45.6

TGC-03-071
令和4年2月11日

午前9時15分
括り ナイフ 布沼 メス 30

TGC-03-072
令和4年2月11日

午前8時05分
括り 銃 山本 オス 73

TGC-03-073
令和4年2月11日

午前8時10分
括り 銃 大神宮 オス 93

TGC-03-074
令和4年2月15日

午前8時00分
括り ナイフ 坂井 メス 39



個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

TGC-03-075
令和4年2月15日

午前8時22分
檻 銃 小原 オス 30.6

TGC-03-076
令和4年2月16日

午前8時00分
括り 銃 佐野 メス 20.9

TGC-03-077
令和4年2月16日

午前10時10分
檻 ナイフ 小原 オス 22

TGC-03-078
令和4年2月17日

午前7時50分
檻 ナイフ 稲 オス 29.2

TGC-03-079
令和4年2月18日

午前5時30分
括り ナイフ 竜岡 オス 35

TGC-03-080
令和4年2月19日

午前8時00分
括り ナイフ 坂井 メス 24

TGC-03-081
令和4年2月21日

午前8時00分
括り ナイフ 小沼 オス 73.6

TGC-03-082
令和4年2月21日

午前8時10分
檻 ナイフ 山荻 メス 40

TGC-03-083
令和4年2月22日

午前8時40分
檻 ナイフ 宝貝 メス 28

TGC-03-084
令和4年2月24日

午前9時00分
括り ナイフ 伊戸 オス 25.1

TGC-03-085
令和4年2月25日

午前8時32分
檻 ナイフ 山荻 オス 84.2

TGC-03-086
令和4年2月26日

午前8時00分
括り 銃 東⾧田 オス 59.6

TGC-03-087
令和4年2月28日

午前7時00分
檻 ナイフ 茂名 オス 52.5

TGC-03-088
令和4年2月28日

午前8時30分
括り ナイフ 坂井 メス 36.5

TGC-03-089
令和4年2月28日

午前8時00分
檻 銃 小原 オス 42.2

TGC-03-090
令和4年2月28日

午前8時00分
括り 銃 作名 オス 86.2

TGC-03-091
令和4年3月1日

午前7時20分
檻 ナイフ 安東 メス 31.7

TGC-03-092
令和4年3月3日

午前8時00分
括り ナイフ 作名 メス 33

TGC-03-093
令和4年3月3日

午前8時00分
檻 ナイフ 宝貝 メス 41



個体管理番号 捕獲日時 捕獲方法 止め刺し方法 放血場所 性別 体重

TGC-03-094
令和4年3月4日

午前11時40分
括り 銃 南条 メス 65

TGC-03-095
令和4年3月5日

午前9時10分
檻 ナイフ 山本 メス 62

TGC-03-096
令和4年3月5日

午前9時00分
括り ナイフ 坂井 オス 47

TGC-03-097
令和4年3月7日

午前8時20分
括り 銃 東⾧田 メス 39

TGC-03-098
令和4年3月8日

午前7時30分
檻 銃 畑 メス 77.2

TGC-03-099
令和4年3月10日

午前6時30分
檻 電気 神余 オス 55.8

TGC-03-100
令和4年3月12日

午前8時20分
括り 銃 東⾧田 オス 62


