
 

 

順位 名前 頭数
1位　（1） ココ 1,599
2位　（3） チョコ 1,256
3位　（4） マロン 1,122
4位　（2） モモ 1,093
5位　（5） モコ 1,017
6位　（8） モカ 897
7位　（6） ソラ 876
8位　（9） ハナ 795
9位　（7） ココア 777
10位（11）　 レオ 704

順位 名前 頭数
1位　（2） レオ 697
2位　（1） ソラ 675
3位　（5） コタロウ 653
4位　（3） チョコ 627
5位　（4） マロン 599
6位　（7） ココ 446
7位　（6） レオン 431
8位　（10） モカ 367
9位　（8） モコ 366
10位（12） クウ 321

順位 名前 頭数
1位　（2） ココ 1,152
2位　（1） モモ 1,045
3位　（3） ハナ 782
4位　（5） モコ 650
5位　（8） チョコ 629
6位　（4） サクラ 597
7位　（9） モカ 530
8位　（6） マロン 523
9位　（7） ココア 500
10位　（10） ナナ 465

順位 名前 頭数
1位　（3） 小梅 145
2位　（1） 姫 128
3位　（4） 花 120
4位　（2） 空 119
5位　（11） 小春 103
6位　（5） 杏 96
7位　（10） 桃 77
8位　（6） 凛 76
9位　（9） 華 64
10位　（12） 茶々 61

順位 名前 頭数
1位　（1） 空 310
2位　（2） 小太郎 290
3位　（3） 福 134
4位　（5） 海 112
5位　（4） 虎太郎 106
6位　（11） 茶々丸 79
7位　（9） 小次郎 78
8位　（7） 小鉄 76
9位　（8） 蓮 74
10位　（6） 太郎 73

 

2013年 10月 16日 

アニコム損害保険株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

アニコム損害保険株式会社（東京都新宿区：代表取締役社長 小森伸昭）は、11月１日の「犬の日」に合わせ、

ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した０歳の犬、約８万９千頭を対象に実施した愛犬の名前調査」に基づき、

「犬の名前ランキング 2013」を発表します。 
 

総合ランキングは、昨年に引き続き「ココ」が１位を獲得し、３連覇を達成しました。「ココ」は、女の子の名前でも

昨年２位から１位に浮上し、男の子でも６位にランクインするなど、高い人気が続いています。総合２位は、昨年の

総合３位から上昇した「チョコ」が獲得し、僅差で「マロン」「モモ」「モコ」が続きました。 

男女別の名前では、男の子では、昨年２位の「レオ」が昨年１位の「ソラ」に競り勝ち、１位を獲得しました。３位の

「コタロウ」から５位の「マロン」までは、いずれも僅差で人気が高い名前であることがわかります。女の子では「コ

コ」と「モモ」が争った結果、「ココ」が昨年の２位から１位に返り咲きました。「ココ」と「モモ」は毎年１位を争う人気の

名前です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■漢字の名前は｢空｣「小梅」が人気  

漢字で表記される人気の名前では、 

男の子は２年連続で「空」が、女の子は 

昨年３位から上昇した「小梅」が、１位を 

獲得しました。 

 男の子の「茶々丸」、女の子の「小春」

はそれぞれ昨年の 11位から上昇し、上

位にランクインしました。 

 

 

毎年恒例 

【総合ランキング】 
      （ ）は昨年順位 

【男の子部門】 
       （ ）は昨年順位 

【女の子部門】 
         （ ）は昨年順位 

ワンワン・ワンは「犬の日」 

【漢字の名前 男の子】 
（ ）は昨年順位 

【漢字の名前 女の子】 
（ ）は昨年順位 

第９回 犬の名前ランキング 2013 

 
■ 総合ランキングは「ココ」が３連覇を達成！ 女の子でも１位を獲得！！ 

■ 漢字の名前 男の子は「空」、女の子は「小梅」が人気 

■ 「心愛（ココア）」「笑顔（ニコ）」「音符（メロディー）」など漢字や読み方が特徴的な名前も人気 

～１１月１日の犬の日に合わせて愛犬の名前調査を実施～ 



 

 

漢字 読み方
彩葉 イロハ
花音 カノン
綺羅 キラ
煌 キラ
心愛 ココア
心暖 ココア

漢字 読み方
空羽 クウ
宇宙 ソラ
蒼空 ソラ
笑顔 ニコ
笑子 ニコ
望愛 ノア

漢字 読み方
疾風 ハヤテ
歩音 ポテト
音符 メロディー
結愛 ユメ
愛 ラブ
月姫 ルナ

順位 名前 順位 名前
１位 チョコ １位 ココ
２位 モコ ２位 モコ
３位 マロン ３位 モモ
４位 ココ ４位 モカ

ソラ ５位 ココア
レオ

トイ・プードル
男の子 女の子

５位

順位 名前 順位 名前
１位 コタロウ １位 サクラ
２位 コテツ ２位 ハナ
３位 ソラ ３位 モモ
４位 コロ ４位 アズキ
５位 ヤマト ５位 リン

柴犬
男の子 女の子

順位 名前 順位 名前
１位　 ポンタ １位　 モコ
２位　 レオ ２位　 ココ
３位　 ソラ ３位　 モモ
４位　 コタロウ ４位　 チョコ
５位　 コロン ５位　 ハナ

ポメラニアン
男の子 女の子

順位 名前 順位 名前
１位 コタロウ １位 ハナ

コテツ ２位 モモ
フク ３位 サクラ

４位 ボス ４位 ウメ
ダイフク キナコ
ボブ コウメ
レオン ヒメ

２位

５位 ５位

女の子男の子
フレンチ・ブルドッグ

順位 名前 順位 名前
１位 ジャック １位 モモ
２位 レオ ニコ
３位 コタロウ ハナ

クッキ－ ４位 キナコ
マイロ モカ

ラブ
リン

男の子 女の子

２位

４位

５位

ジャック・ラッセル・テリア

順位 名前 順位 名前
１位 マル １位 モモ
２位 レオ マル
３位 ミルク ミルク
４位 ココ ４位 ココ
５位 ソラ ５位 ナナ

２位

男の子 女の子
マルチーズ

■漢字や読み方が特徴的な名前 

漢字や読み方が特徴的な、飼い主のこだわりが伝わる名前も見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬種別の調査では、柴犬やフレンチ・ブルドッグでは、「コタロウ」「コテツ」「サクラ」「ハナ」などの和風

の名前が上位を占めています。トイ・プードルやポメラニアンでは、特徴である毛並みを連想させる「モ

コ」が上位にランクインしました。また、ジャック・ラッセルテリアの「ジャック」、マルチーズの「マル」などは、

犬種にちなんだ名前が上位にランクインしていて、それぞれに違いが見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【犬種別部門】  

【調査方法】  

2012年 10月１日～2013年９月 30日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した０歳の犬 

88,622 頭の名前調査を実施 

 
 


