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淡水魚類
板井隆彦

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ Lethenteron reissneri  (Dybowski, 1869)
ニシン ニシン コノシロ Konosirus punctatus (Temminck & Schlegel, 1846)
ニシン ニシン サッパ Sardinella zunasi (Bleeker, 1854)
ニシン カタクチイワシ カタクチイワシ Engraulis japonicus (Houttuyn, 1782)
カライワシ イセゴイ イセゴイ（ハイレン） Megalops cyprinoides  (Broussonet, 1782)
ウナギ ウナギ ウナギ Anguilla japonica  Temminck & Schlegel, 1846
ウナギ ウナギ オオウナギ Anguilla marmorata  Quoy & Gaimard, 1824
サケ キュウリウオ ワカサギ Hypomesus nipponensis  McAllister, 1963 ○

サケ アユ アユ Plecoglossus altivelis altivelis  Temminck & Schlegel, 1846
サケ シラウオ イシカワシラウオ Salangichthys ishikawae  Wakiya & Takahasi, 1937
サケ サケ ニッコウイワナ Salvelinus leucomaenis pluvius  (Hilgendorf, 1876) ○

サケ サケ ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis japonicus  Oshima, 1961
サケ サケ ニジマス Oncorhynchus mykiss  (Walbaum, 1792) ○

サケ サケ
ヤマメ（河川残留型）・
　サクラマス（降海型）

Oncorhynchus masou masou (Brevoort, 1856) ○

サケ サケ
アマゴ（河川残留型）・
　サツキマス（降海型）

Oncorhynchus masou
　 ishikawae Jordan & McGregor, 1925 □

サケ サケ ギンザケ Oncorhynchus kisutch  (Walbaum, 1792) ○

サケ サケ サケ Oncorhynchus keta  (Walbaum, 1792)
サケ サケ ヒメマス Oncorhynchus nerka nerka  (Walbaum, 1792) ○

ハダカイワシ ハダカイワシ イワハダカ Benthosema pterotum  (Alcock, 1890)
コイ コイ カワムツ Zacco temminckii  (Temminck & Schlegel，1846) △

コイ コイ ヌマムツ Zacco sieboldii  (Temminck & Schlegel，1846) ○

コイ コイ オイカワ Zacco platypus  (Temminck & Schlegel, 1846) △

コイ コイ ハス
Opsariichthys uncirostris
　 uncirostris (Temminck & Schlegel, 1868) ○

コイ コイ ヒナモロコ Aphyocypris chinensis  Günther, 1868 ○

コイ コイ カワバタモロコ Hemigrammocypris rasborella  Fowler, 1910
コイ コイ ウグイ Tribolodon hakonensis  (Günther, 1880)
コイ コイ アブラハヤ Phoxinus lagowski steindachneri Sauvage, 1883 □

コイ コイ タカハヤ Phoxinus oxycephalus jouyi  (Jordan & Snyder, 1901) □

コイ コイ ソウギョ Ctenopharyngodon idellus  (Cuvier & Valenciennes, 1844) ○

コイ コイ ワタカ Ischikauia steenackeri  (Sauvage, 1883) ○

コイ コイ ハクレン
Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier & Valenciennes,
1844) ○

コイ コイ タモロコ
Gnathopogon elongatus
　 elongatus (Temminck & Schlegel, 1846) △／□

コイ コイ ホンモロコ Gnathopogon caerulescens  (Sauvage, 1883) ○

コイ コイ モツゴ Pseudorasbora parva  (Temminck & Schlegel, 1846) □

コイ コイ カワヒガイ
Sarcocheilichthys variegatus
　 variegatus (Temminck & Schlegel, 1846) ○

コイ コイ カマツカ
Pseudogobio esocinus
　 esocinus (Temminck & Schlegel, 1846) △

コイ コイ デメモロコ Squalidus japonicus japonicus  (Sauvage, 1883) ○

コイ コイ イトモロコ Squalidus gracilis gracilis  (Temminck & Schlegel, 1846) ○

コイ コイ ニゴイ Hemibarbus barbus (Temminck & Schlegel, 1846) ○

コイ コイ ズナガニゴイ Hemibarbus longirostris  (Regan, 1908) ○

コイ コイ コイ Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 □

コイ コイ キンギョ Carassius auratus  (Linnaeus, 1758) ○

コイ コイ キンブナ Carassius buergeri  subsp.1 ○

コイ コイ ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri  Temminck & Schlegel, 1846 ○

コイ コイ ギンブナ Carassius  sp. □

コイ コイ ヤリタナゴ Tanakia lanceolata (Temminck & Schlegel, 1846)
コイ コイ アブラボテ Tanakia limbata  (Temminck & Schlegel, 1846) (○？)

コイ コイ タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus  (Kner, 1867) ○

コイ ドジョウ ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus  (Cantor, 1842)
コイ ドジョウ カラドジョウ Paramisgurnus dabryanus  Sauvage, 1878 ○

コイ ドジョウ スジシマドジョウ大型種 Cobitis  sp. L ○

コイ ドジョウ スジシマドジョウ中型種 Cobitis  sp. M ○

コイ ドジョウ
スジシマドジョウ
　小型種東海型

Cobitis  sp. S

コイ ドジョウ シマドジョウ Cobitis biwae  Jordan & Snyder, 1901 □

コイ ドジョウ ホトケドジョウ Lefua echigonia  Jordan & Richardson, 1907

備考目　　名 科　　名
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考目　　名 科　　名

コイ ドジョウ ナガレホトケドジョウ Lefua sp.
ナマズ イクタルルス アメリカナマズ Ictalurus punctatus  Rafinesque, 1818 ○

ナマズ ギギ ギギ Pseudobagrus nudiceps  Sauvage, 1883 ○

ナマズ ギギ ネコギギ Pseudobagrus ichikawai  (Okada & Kubota, 1957)
ナマズ アカザ アカザ Liobagrus reini  Hilgendorf, 1878 □

ナマズ ナマズ ナマズ Silurus asotus  Linnaeus, 1758
ダツ サヨリ クルメサヨリ Hyporhamphus intermedius  Cantor, 1842
ダツ メダカ メダカ　（ヒメダカ） Oryzias latipes latipes  (Temminck & Schlegel, 1846) □

カダヤシ カダヤシ カダヤシ Gambusia affinis  (Baird & Girard, 1853) ○

カダヤシ カダヤシ グッピー Poecilia reticulata  Peters, 1860 ○

トゲウオ ヨウジウオ テングヨウジ
Microphis (Oostethus ) brachyurus
　 brachyurus (Bleeker, 1853)

トゲウオ ヨウジウオ イッセンヨウジ Microphis (Coelonotus ) leiaspis  (Bleeker, 1853)
トゲウオ ヨウジウオ カワヨウジ Hippichthys (Hippichthys ) spicifer (Rüppell, 1838)
トゲウオ ヨウジウオ ガンテンイシヨウジ Hippichthys (Parasyngnathus ) penicillus  Cantor, 1849
ボラ ボラ ボラ Mugil cephalus cephalus  Linnaeus, 1758
ボラ ボラ セスジボラ Chelon affinis  (Günther, 1861)
ボラ ボラ メナダ Chelon haematocheilus  (Temminck & Schlegel, 1845)
ボラ ボラ コボラ Chelon macrolepis  (Smith, 1846)
ボラ ボラ フウライボラ Crenimugil crenilabis  (Forsskål, 1775)
ボラ ボラ ナガレフウライボラ Crenimugil heterocheilos  (Bleeker, 1855)
ボラ ボラ タイワンメナダ Moolgarda seheli  (Forsskål, 1775)
ボラ ボラ ナンヨウボラ Moolgarda perusii  Valenciennes, 1836
スズキ カマス オニカマス Sphyraena barracuda  (Walbaum, 1792)
スズキ タイワンドジョウ カムルチー Channa argus (Cantor, 1842) ○

スズキ アカメ アカメ Lates japonicus  Katayama & Taki, 1984
スズキ スズキ スズキ Lateolabrax japonicus  (Cuvier, 1828)
スズキ ユゴイ ユゴイ Kuhlia marginata  (Cuvier, 1829)
スズキ ユゴイ オオクチユゴイ Kuhlia rupestris  (Lacepède, 1802)
スズキ サンフィッシュ オオクチバス Micropterus salmoides  (Lacepède, 1802) ○

スズキ サンフィッシュ ブルーギル Lepomis macrochirus  Rafinesque, 1819 ○

スズキ アジ ギンガメアジ Caranx sexfaciatus  Quoy & Gaimard, 1824
スズキ アジ ロウニンアジ Caranx papuensis  Alleye & Macleay, 1877
スズキ ヒイラギ ヒイラギ Leiognathus nuchalis  (Temminck & Schlegel, 1845-6)
スズキ クロサギ セッパリサギ Gerres erythrourus  (Bloch, 1791)
スズキ クロサギ クロサギ Gerres equulus  (Temminck & Schlegel, 1844)
スズキ クロサギ ダイミョウサギ Gerres japonicus  Bleeker, 1854
スズキ クロサギ イトヒキサギ Gerres filamentosus  (Cuvier, 1829)
スズキ ヒメジ コバンヒメジ Parupeneus indicus  (Shaw, 1803)
スズキ フエダイ ゴマフエダイ Lutjanus argentimaculatus  (Forsskål, 1775)
スズキ イサキ コショウダイ Plectorhinchus cinctus  (Temminck & Schlegel, 1843)
スズキ シマイサキ シマイサキ Rhyncopelates oxyrhynchus  (Temminck & Schlegel, 1843)
スズキ シマイサキ コトヒキ Terapon jarbua  (Forsskål, 1775)
スズキ タイ クロダイ Acanthopagrus schlegelii  (Bleeker, 1854)
スズキ タイ キチヌ Acanthopagrus latus  (Houttuyn, 1782)
スズキ タイ ヘダイ Sparus sarba (Forsskål, 1775)
スズキ キス シロギス Sillago japonica  Temminck & Schlegel, 1843
スズキ カワスズメ モザンビークテラピア Oreochromis mossambicus  (Peters, 1852) ○

スズキ カワスズメ ナイルテラピア Oreochromis niloticus  (Linnaeus, 1766) ○

スズキ メジナ メジナ Girella punctata  Gray, 1835
スズキ カワアナゴ オカメハゼ Eleotris melanosoma  Bleeker, 1852
スズキ カワアナゴ カワアナゴ Eleotris oxycephala  Temminck & Schlegel, 1845
スズキ カワアナゴ テンジクカワアナゴ Eleotris fusca  (Bloch & Schneider, 1801)
スズキ カワアナゴ チチブモドキ Eleotris acanthopoma  Bleeker, 1853
スズキ ドンコ ドンコ Odontobutis obscura  (Temminck & Schlegel, 1845) ○

スズキ オオメワラスボ サツキハゼ Parioglossus dotui  Tomiyama, 1958
スズキ ハゼ スジハゼ Acentrogobius pflaumii  (Bleeker, 1853)
スズキ ハゼ クロコハゼ Drombus  sp.
スズキ ハゼ ヒメハゼ Favonigobius gymnauchen (Bleeker, 1860)
スズキ ハゼ ミナミヒメハゼ Papillogobius reichei  (Bleeker, 1853)
スズキ ハゼ ノボリハゼ Oligolepis acutipennis  (Valenciennes, 1837)
スズキ ハゼ カマヒレマツゲハゼ Oxyurichthys  sp.1
スズキ ハゼ クロミナミハゼ Awaous melanocephalus  (Bleeker, 1849)
スズキ ハゼ タネハゼ Callogobius tanegashimae  (Snyder, 1908)
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考目　　名 科　　名

スズキ ハゼ アベハゼ Mugilogobius abei (Jordan & Snyder, 1901)
スズキ ハゼ ヒナハゼ Redigobius bikolanus  (Herre, 1927)
スズキ ハゼ ゴクラクハゼ Rhinogobius giurinus  (Rutter, 1897)

スズキ ハゼ
シマヨシノボリ
　（ヨシノボリ横斑型）

Rhinogobius  sp. CB

スズキ ハゼ
クロヨシノボリ
　（ヨシノボリ黒色型）

Rhinogobius  sp. DA

スズキ ハゼ
ルリヨシノボリ
　（ヨシノボリるり型）

Rhinogobius  sp. CO

スズキ ハゼ
オオヨシノボリ
　（ヨシノボリ黒色大型）

Rhinogobius sp. LD

スズキ ハゼ
トウヨシノボリ
　（ヨシノボリ橙色型）

Rhinogobius  sp. OR □

スズキ ハゼ トウヨシノボリ　池沼型 Rhinogobius  sp. OR f. P
スズキ ハゼ カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus  (Mizuno, 1960)
スズキ ハゼ チチブ Tridentiger obscurus  (Temminck & Schlegel, 1845)
スズキ ハゼ ヌマチチブ

Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai & Nakamura,
1972

スズキ ハゼ アカオビシマハゼ Tridentiger trigonocephalus  (Gill, 1858)
スズキ ハゼ クモハゼ Bathygobius fuscus  (Rüppel, 1830)
スズキ ハゼ ウロハゼ Glossogobius olivaceus  (Temminck & Schlegel, 1845)
スズキ ハゼ コンジキハゼ Glossogobius aureus  Akihito & Meguro, 1975
スズキ ハゼ アゴハゼ Chaenogobius annularis  Gill, 1859
スズキ ハゼ ウキゴリ Gymnogobius urotaenia  (Hilgendorf, 1879)
スズキ ハゼ スミウキゴリ Gymnogobius  sp. 2
スズキ ハゼ ビリンゴ Gymnogobius castaneus  (O'Shaughnessy, 1875)
スズキ ハゼ ニクハゼ Gymnogobius heptacanthus  (Hilgendorf, 1879)
スズキ ハゼ エドハゼ Gymnogobius  macrognathos  Bleeker, 1860
スズキ ハゼ マハゼ Acanthogobius flavimanus  (Temminck & Schlegel, 1845)
スズキ ハゼ アシシロハゼ Acanthogobius lactipes  (Hilgendorf, 1878)
スズキ ハゼ ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli  Jordan & Syder, 1902
スズキ ハゼ ミミズハゼ Luciogobius guttatus  Gill, 1859
スズキ ハゼ ドウクツミミズハゼの一種 Luciogobius  sp.1
スズキ ハゼ イドミミズハゼの一種 Luciogobius  sp.2
スズキ ハゼ イドミミズハゼの一種 Luciogobius  sp.3
スズキ ハゼ オオミミズハゼ Luciogobius grandis  Arai, 1970
スズキ ハゼ ナガミミズハゼ Luciogobius elongatus  Regan, 1905
スズキ ハゼ シロウオ Leucopsarion petersii  Hilgendorf, 1880
スズキ ハゼ ボウズハゼ Sicyopterus japonicus  (Tanaka, 1909)
スズキ ハゼ ナンヨウボウズハゼ Stiphodon percnopterygionus  Watson & Chen, 1998
スズキ ハゼ トビハゼ Periophthalmus modestus  Cantor, 1842
スズキ ハゼ チワラスボ Taenioides cirratus  (Blyth, 1860)
カサゴ ハオコゼ ハオコゼ Hypodytes rubripinnis  (Temminck & Schlegel, 1843)
カサゴ コチ マゴチ Platycephalus  sp.2
カサゴ カジカ アユカケ（カマキリ） Cottus kazika  Jordan & Starks, 1904
カサゴ カジカ カジカ Cottus pollux  Günther, 1873 (□？)

カサゴ カジカ ウツセミカジカ Cottus reinii  Hilgendorf, 1879
カレイ ヒラメ ヒラメ Paralichthys olivaceus  (Temminck & Schlegel, 1846)
カレイ ヒラメ タマガンゾウビラメ Pseudorhombus pentophthalmus  Günther, 1862
カレイ ヒラメ テンジクガレイ Pseudorhombus arsius  (Hamilton, 1822)
カレイ カレイ イシガレイ Kareius bicoloratus  (Basilewsky, 1855)
カレイ ウシノシタ クロウシノシタ Paraplagusia japonicus  (Temminck & Schlegel, 1846)
フグ ギマ ギマ Triacanthus biaculeata  (Bloch, 1786)
フグ フグ クサフグ Takifugu niphobles  (Jordan & Snyder, 1901)
タウナギ タウナギ タウナギ Monopterus albus  (Zuiew, 1793) ○

○は全県外来種；△は地域による外来種；□は水系による外来種
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