
横須賀市　「ヨコスカGO」　東京湾フェリー　久里浜港発遊覧便　平成28年9月12日　6名分のポケモン出現一覧

# 種 出現数（往復）

トレーナー A B C D E F A B C D E F 1 オニドリル 1

LV 27 28 25 26 22 27 27 28 25 26 23 27 2 ガーディ 1

おこう ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × 3 カブト 1

1 ニョロモ イーブイ ビードル ニドラン♀ ビードル コクーン トサキント コイキング コラッタ マダツボミ ゼニガメ ヒトデマン 4 サイホーン 1

2 イーブイ クラブ メノクラゲ オニスズメ クラブ ポッポ ヒトデマン ヒトデマン ナゾノクサ ヒトデマン スリープ ナゾノクサ 5 シードラ 1

3 コラッタ ズバット シードラ コイキング メノクラゲ コイキング マダツボミ マダツボミ オニスズメ メノクラゲ ビードル ディグダ 6 タマタマ 1

4 マダツボミ ニャース メノクラゲ ポッポ パラス プリン シェルダー メノクラゲ ケーシィ コイキング プリン コラッタ 7 ドガース 1

5 コンパン ドードー アーボ コラッタ コイキング ドードー ナゾノクサ ピカチュウ サンド ナゾノクサ キャタピー 8 ニドキング 1

6 クラブ ポッポ ゼニガメ ズバット コダック コダック ズバット ナゾノクサ コラッタ イーブイ ヤドン 9 ニョロゾ 1

7 アーボ ドガース オニスズメ サンド コラッタ コラッタ ズバット ケーシィ ニドラン♀ ワンリキー コラッタ 10 ユンゲラー 1

8 クラブ コラッタ コクーン コクーン コクーン サンド ピカチュウ ニドラン♀ ピッピ キャタピー カラカラ 11 レアコイル 1

9 タッツー ポニータ ビードル コイル コイキング メノクラゲ アーボ プリン ディグダ ナゾノクサ ナゾノクサ 12 イワーク 2

10 サンド ニドラン♂ キャタピー クラブ パラス コイキング キャタピー コンパン ナゾノクサ ニャース ピカチュウ 13 ゴース 2

11 ポッポ ナゾノクサ ニャース ポッポ アーボ コダック ナゾノクサ マダツボミ コンパン スリープ ポッポ 14 ゴローン 2

12 ポッポ ポッポ ポッポ ズバット タッツー ロコン イシツブテ ディグダ メノクラゲ ポニータ 15 ゼニガメ 2

13 シェルダー マダツボミ ニドキング ポッポ アーボ イーブイ ニョロモ パラス イーブイ ディグダ 16 ピッピ 2

14 オニスズメ コイキング ナゾノクサ ポッポ プリン ズバット クラブ ディグダ コイル パウワウ 17 フシギダネ 2

15 キャタピー ビードル ヒトデマン タッツー トサキント アーボ イシツブテ イワーク ポッポ サンド 18 マルマイン 2

16 キャタピー トサキント プリン キャタピー ヒトデマン パラス キャタピー キャタピー マダツボミ パラス 19 ワンリキー 2

17 キャタピー ズバット ユンゲラー ナゾノクサ ニャース ポニータ ヒトデマン メノクラゲ ニドラン♂ ニョロモ 20 シェルダー 3

18 オニドリル コイル ニョロモ レアコイル ニドラン♂ ズバット キャタピー コラッタ ドードー ズバット 21 マンキー 3

19 オニスズメ プリン ニドラン♀ ズバット ニョロモ ディグダ ディグダ マンキー ディグダ コラッタ 22 コクーン 4

20 ヒトデマン コイル コイル パラス ビードル ズバット ロコン ビードル ポッポ アーボ 23 コンパン 4

21 ニョロモ イーブイ イシツブテ コラッタ マンキー ナゾノクサ ビリリダマ ナゾノクサ オニスズメ ニドラン♂ 24 スリープ 4

22 マダツボミ フシギダネ オニスズメ アーボ プリン マダツボミ トサキント ビリリダマ ドードー パラス 25 タッツー 5

23 スリープ ビードル コダック ガーディ ポッポ ズバット コラッタ ゴース コラッタ コダック 26 ニャース 5

24 ポッポ コラッタ プリン ナゾノクサ マルマイン ニドラン♀ ピカチュウ ドードー ポニータ サンド 27 ビリリダマ 5

25 プリン カブト サイホーン コラッタ クラブ ニドラン♀ ニドラン♀ マンキー コラッタ ポニータ 28 イシツブテ 6

26 コンパン ズバット ワンリキー コイキング コイキング サンド キャタピー ゴローン ニョロモ コダック 29 ケーシィ 6

27 ドードー ケーシィ コイキング プリン マダツボミ イシツブテ ビードル パラス メノクラゲ イーブイ 30 トサキント 6

28 タッツー ズバット タマタマ トサキント ポニータ コイキング メノクラゲ コイル メノクラゲ ビードル 31 ポニータ 6

29 コラッタ オニスズメ ナゾノクサ トサキント ゴース コイル ニャース ヒトデマン ニドラン♀ メノクラゲ 32 コイル 7

30 メノクラゲ サンド イシツブテ スリープ ズバット ナゾノクサ サンド イーブイ ビリリダマ コイキング 33 ニョロモ 7

31 キャタピー メノクラゲ コラッタ ニドラン♀ オニスズメ オムナイト タッツー ニョロゾ ニドラン♂ 34 アーボ 8

32 イワーク コイキング ニドラン♀ コイキング コダック シェルダー コイキング ゴローン キャタピー 35 イーブイ 8

33 ヒトデマン サンド ビードル パラス コラッタ マルマイン ヤドン フシギダネ 36 クラブ 8

34 ズバット コイキング ドードー ニドラン♀ コイキング ズバット ケーシィ 37 ドードー 8

35 オニスズメ ビリリダマ ケーシィ ドードー メノクラゲ クラブ キャタピー 38 ニドラン♂ 8

36 コダック オニスズメ ケーシィ メノクラゲ イシツブテ 39 パラス 9

37 コラッタ コダック ズバット ニドラン♂ 40 ヒトデマン 10

38 サンド サンド ナゾノクサ コダック 41 プリン 10

39 コイキング メノクラゲ オニスズメ ニドラン♀ 42 マダツボミ 10

40 メノクラゲ メノクラゲ サンド ピッピ 43 ビードル 11

41 ニドラン♂ コイキング コイキング コダック 44 オニスズメ 12

42 コダック コダック メノクラゲ 45 サンド 13

43 ニドラン♀ ビリリダマ 46 ニドラン♀ 13

44 ニドラン♂ 47 コダック 14

45 コダック 48 キャタピー 15

49 ポッポ 15

50 ズバット 18

51 ナゾノクサ 18

52 メノクラゲ 20

53 コイキング 21

54 コラッタ 21

往路 復路
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