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和田正昭

First record of the ponyfish Deveximentum interruptum
(Teleostei: Leiognathidae) from Miyazaki Prefecture,
Kyushu, Japan

Biogeography

1-4

2017年9月20日

19巻

Biogeography

127-132

2017年9月20日

宮崎県北部で採集された東九州初記録のヨウジウオ科魚類
スミツキヨウジSolegnathus hardwickii  および高知県柏島で
確認された抱卵個体

日本生物地理学会
会報

72巻

286-291

2018年1月20日

Ｈ29年4月～Ｈ30年3月末における研究活動状況

　氏名・共著者名 論文等題名 誌名等

Southern limits of distribution of the intertidal gobies
Chaenogobius annularis  and C. gulosus  support the
existence of a biogeographic boundary in southern Japan
(Teleostei, Perciformes, Gobiidae)

ZooKeys

725巻
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2017年12月29日
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5-9

2017年9月20日

19巻

Record of a perch sculpin, Pseudoblennius percoides
(Teleostei: Cottidae), from the eastern coast of Kyushu,
southern Japan

First voucher-based record of a bastard halibut,
Paralichthys olivaceus (Teleostei: Paralichthyidae), from
the Osumi Islands, southern Japan

Biogeography

19巻

A checklist of ponyfishes (Teleostei, Leiognathidae) from
Miyazaki Prefecture, east coast of Kyushu, southern Japan,
with range extensions of three tropical species

Check List, the
journal of
biodiversity data

14巻　1号

243-255

2018年2月16日

Gymnocranius obesus , a new large-eye seabream from the
Coral Triangle

Comptes Rendus
Biologies

340巻

520-530

2017年9月28日
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大分県佐伯市蒲江で採集されたオニダルマオコゼ
Synanceia verrucosa の報告とその出現状況

日本生物地理学会
会報

72巻

271-276

2018年1月20日

宮崎県青島で採集された北限記録のイソギンポ科魚類ヨダ
レカケAndamia tetradactyla

日本生物地理学会
会報

72巻

258-261

2018年1月20日

九州・パラオ海嶺北部東方の四国海盆から得られたアカナ
マダLophotus capellei の記録

南紀生物 印刷中
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東九州における散発性熱帯種の出現状況

開催年月日（西暦）

2017年7月22日

宮崎大学農学部付属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド

第11回水生生物勉
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宮崎大学農学部付属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド

南九州海域から得られた絶滅危惧ハタ科魚類カスリハタと
その分布パターン

第11回水生生物勉
強会

Tropical marine fish aggregations along the eastern coast of
Kyushu, Japan, northwestern Pacific Ocean, with an
assessment of influence of the Kuroshio Current

2017 Annual meeting
of the Asian Society
of Ichthyologists

Ho Chi Minh city, Viet Nam

緑の火山島，口永良部島の魚類相
2017年度日本魚類
学会年会

北海道大学函館キャンパス

2017年8月23日

2017年9月17日
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東九州における熱帯性魚類の出現状況と緯度的・季節的差
異の検討

第29回魚類生態研
究会

2018年2月17日

国⽴江田島⻘少年交流の家、広島県

口永良部島の魚類図鑑－若手研究者たちの挑戦－
第29回魚類生態研
究会

2018年2月17日

国⽴江田島⻘少年交流の家、広島県

宮崎県北部門川湾の図鑑出版プロジェクトの紹介と特筆す
べき魚類相

第29回魚類生態研
究会

2018年2月17日

国⽴江田島⻘少年交流の家、広島県
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