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Abstract — This report presents full list of Odonata species as the second version of species list of 

Odonata in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Japan. Four species are recorded for the first time: 

Gomphus postocularis Selys, 1869, Sinogomphus flavolimbatus (Oguma, 1926), Onychogomphus 

viridicosta (Oguma, 1926), and Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841). Mortonagrion selenion 

(Ris, 1916) is removed from the present list. As a result a total of 82 species belonging to 11 families 

are listed. 

 
 

今回の第 2版には，第 1版 (楠 2002b)のデータに

加え，筆者による愛媛県下の研究機関所蔵標本調査

によるデータ（愛媛大学ミュージアム，愛媛県総合

科学博物館，面河山岳博物館，いずれも 2011 年 3

月に調査）を含む。その他文献記録，地元研究者か

ら頂いた採集・観察記録，および筆者自身による野

外調査データも加えた。 

前回のリストからの変更点としてホンサナエ，ヒ

メサナエ，オナガサナエ，タイリクアキアカネの 4

種が追加された。また，前回のリストで久谷町から

記録されていたモートンイトトンボは愛媛大学ミュー

ジアムの標本を検した結果旧久万町の間違いである

と判断し，今回のリストからは除外した。 

今回松山市産として記録されるトンボ目は 11 科

82種である。 

 

凡 例 

 

1. 種の配列および学名は杉村他(2008) による。 

2. 新記録種には和名横に「*」を表記した。 

3. 【既知】は既知記録，【EUM】は愛媛大学ミュー

ジアム，【EPSM】は愛媛県立総合科学博物館，

【OMM】は面河山岳博物館所蔵を表す。 

 

Zygoptera 均翅亜目 

Calopterygidae カワトンボ科 

1. Calopteryx atrata Selys, 1853 ハグロトンボ. 【既

知】石手 (楠・桑田 1979). 【OMM】中土手 (1♂, 

1993.7.30, 楠 博幸). 【既知】和泉 (楠 2002b). 

【既知】市之井出  (楠  1990). 院内  (成虫 , 

2006.7.11, 高橋士朗). 【既知】上高野町 (楠 

2002b). 奥道後 (1♂1♀, 1997.6.18, 久松定成). 

【既知】落合  (鵜飼  1986). 上難波  (成虫 , 

2009.7.25, 高橋士朗). 【既知】北梅本町 (鵜飼 

1986; 楠 1990). 小安居島 (成虫, 2011.7.25, 武

智礼央). 【EPSM】潮見 (1♂1♀, 1952.9.1, 楠 博

幸). 【既知】下伊台町 (楠 2002b). 【既知】宿

野町 (鵜飼 1986). 庄 (成虫, 2009.6.2, 高橋士

朗). 浄瑠璃町 (幼虫, 2011.6.13, 武智礼央). 【既

知】杉立町 (楠 2002b). 菅沢町 (幼虫, 2011.7.3, 

菅谷). 【既知】【EPSM】太山寺町 (楠・桑田 1979). 

【既知】高田 (鵜飼 1986). 【既知】高縄山 (楠・

桑田 1979). 【EUM】立花町 (1♀, 2004.6.17, 高

須賀圭三). 玉谷町 (幼虫 , 2003.8.13, 新田). 

【EUM】樽味 (1♂, 2009.8.1, N. Hayashi). 【既知】

中野 (楠 1990). 【既知】東石井町 (楠・桑田 

1979; 鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠 2002b). 

【EUM】東野 (1♀, 1989.6.18,?). 【既知】平井町 

(楠 2002b). 【既知】堀江町 (鵜飼 1986). 本谷 

(成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既知】溝辺町 (鵜

飼 1986). 【既知】【EPSM】宿野々 (楠・桑田 

1979). 【既知】山越 (楠・桑田 1979). 小野川 (幼

虫, 2003.5.7, 武智礼央). 末町 (幼虫, 2005.6.5, 

武智礼央).  

2. Calopteryx cornelia Selys, 1853 ミヤマカワトン

ボ. 【既知】上萱谷 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】

音田谷 (楠・桑田 1979). 【既知】小野 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 小山田 (成虫, 2007.5.12, 高橋

士朗). 【既知】河中町 (鵜飼 1986). 【EUM】
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川の郷町 (1♀, 2001.6.2, 熱田). 【既知】米之野 

(楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】米野町 (楠 

2002b). 才之原 (成虫, 2011.5.16, 高橋士朗). 猿

川 (幼虫, 2010.4.13, 久松定智). 【EUM】宿野町 

(1♂, 1989.5.24, ?). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 

【既知】高縄山 (楠・桑田 1979). 【既知】東野 

(楠 2002b). 平井町 (幼虫, 2005.2.27, 久松定智). 

【既知】福見川町 (楠 2002b). 【既知】宿野  々

(楠・桑田 1979). 【EPSM】岩堰 (1♀, 1956.6.10, 

楠 博幸). 【EPSM】湯山 (2♂, 1953.6.13, 楠 博

幸).  

3. Mnais pruinosa Selys, 1853 アサヒナカワトンボ. 

青波 (2♂, 2010.5.5, 久松定智). 【既知】石手 

(楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】大井野 (楠・

桑田 1979). 【既知】【EPSM】音田谷 (楠・桑田 

1979). 小野町 (成虫, 2011.5.9, 武智礼央). 小山

田 (成虫, 2006.5.5, 高橋士朗). 【既知】上萱谷 

(楠 2002b). 【既知】河中 (楠・桑田 1979). 【EUM】

川の郷町 (1♂1♀, 2001.6.2, 熱田). 九川 (2♂, 

2010.5.16, 久松定智). 【既知】米野町 (楠 2002b). 

【既知】宿野町  (鵜飼  1986). 庄  (成虫 , 

2009.4.16, 高橋士朗). 城山町 (成虫, 2010.5.5, 

久松定智). 【既知】【EUM】杉立町 (楠 2002b). 

【既知】菅沢町 (鵜飼 1986). 【既知】津吉町 (楠 

2002b). 【既知】中土手 (楠・桑田 1979). 【既

知】東野 (楠 2002b). 平井町 (1♀, 2011.5.10, 武

智礼央). 【既知】福見川町 (楠 2002b). 【既知】

宿野々  (楠・桑田  1979). 食場町  (幼虫 , 

2005.2.22, 武智礼央). 【既知】立岩米之野 (藤

原・小林 2010).  

4. Mnais costalis Selys, 1869 ニホンカワトンボ. 

【既知】米野町 (鵜飼 1986). 【既知】宿野町 

(楠・桑田 1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b; 藤原・

小林 2010). 【既知】【EPSM】杉立 (鵜飼 1986; 

楠 2002b; 藤原・小林 2010). 【既知】福見川町 

(鵜飼 1986). 【既知】高縄山 (楠・桑田 1979). 

【既知】南高井町 (楠 2002a). 【既知】吉藤町 

(楠・桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】九川 (藤原・

小林 2010). 【既知】小山田 (藤原・小林 2010).  

 

Megapodagrionidae ヤマイトトンボ科 

5. Rhipidolestes hiraoi Yamamoto, 1955 シコクトゲ

オトンボ. 【既知】米野町 (楠 2002b). 【既知】

杉立 (楠・桑田 1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b). 

【既知】高縄山 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 

【既知】水ヶ峠 (鵜飼 1986).  

 

Lestidae アオイトトンボ科 

6. Lestes sponsa (Hansemann, 1823) アオイトトン

ボ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】安

城寺町  (鵜飼  1986). 【OMM】石手  (1♂, 

1993.10.26, 楠 博幸). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 

1986). 小山田 (成虫, 2006.6.12, 高橋士朗). 【既

知】片地 (鵜飼 1986). 片山 (成虫, 2010.10.17, 

久松定智). 上難波 (成虫, 2007.10.13, 高橋士朗). 

【既知】北梅本 (楠・桑田 1979). 【既知】久谷 

(楠・桑田 1979). 【既知】興居島 (鵜飼 1986). 

【既知】食場町 (楠 2002b). 【既知】【EUM】

下伊台町 (楠 2002b). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 

【既知】須先 (鵜飼 1986). 【EUM】善応寺 (羽

化殻, 2006.6.7, 久松定智). 【既知】太山寺町 

(楠・桑田 1979). 【既知】高縄山 (鵜飼 1986). 

【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既知】高浜町 

(楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】谷町 (楠 2002b). 

【既知】津吉町  (鵜飼  1986). 西野町  (1♀, 

2010.5.30, 久松定智). 【既知】畑寺 (楠 1990). 

【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東野 (楠・

桑田 1979). 【既知】姫原 (鵜飼 1986). 【既知】

平井町 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】【OMM】

平田町 (鵜飼 1986). 【既知】南梅本 (楠 1990). 

恵原町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 【既知】森

松町 (鵜飼 1986). 【既知】吉藤 (楠 2002b). 溝

辺町 (1♂, 1987.9.15, 久松定成). 

7. Lestes japonicus Selys, 1883 コバネアオイトトン

ボ. 【既知】港山町 (楠・桑田 1979; 楠 2002b). 

【既知】【EUM】東野 (楠・桑田 1979; 鵜飼 

1986; 楠 2002b).  

8. Lestes temporalis Selys, 1883 オオアオイトトン

ボ. 【OMM】石手 (1♂, 1996.10.29, 楠 博幸). 

【既知】市之井出 (鵜飼 1986). 祝谷東町 (成虫, 

2007.6.10, 久松定智). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 

【EUM】上高野町 (1♂, 2001.7.2, 楠 博幸). 【既

知】北梅本町  (楠・桑田  1979). 客  (成虫 , 

2007.6.8, 高橋士朗). 【既知】【EUM】桑原 (楠 

2002b). 下伊台町 (成虫, 2006.10.18, 久松定智). 

【既知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 【OMM】杉立 (1♀, 

1995.6.10, 楠 博幸). 【EUM】菅沢町 (1♀, 

2000.6.24, 高橋知代). 【既知】太山寺町 (楠・桑

田 1979). 【既知】【EUM】鷹子町 (楠 2002b). 

【既知】高浜町 (楠・桑田 1979). 【既知】谷町 

(楠 2002b). 【既知】津吉町 (鵜飼 1986). 西野

町 (羽化殻, 2011.6.28, 武智礼央). 【OMM】畑寺 

(1♂, 1981.10.18, 楠 博幸). 【既知】日浦 (鵜飼 

1986). 【既知】【EUM】東方町 (楠 2002b). 【EUM】

東野 (1♂, 1987.10.2, 宇都宮靖博). 【既知】【EUM】

東山町 (楠 2002b). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 

【OMM】溝辺町 (5♂3♀, 1987.10.6, 楠 博幸). 

【既知】睦月島 (楠・武智 1959; 楠・桑田 1979; 

鵜飼 1986). 【既知】森松町 (鵜飼 1986). 興居

島 (1♂, 2005.6.26, 武智礼央). 

9. Indolestes peregrinus (Ris, 1916) ホソミオツネン

トンボ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 【既知】
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石手 (楠 1990; 楠 2002b). 【既知】祝谷東町 (鵜

飼 1986). 【EUM】枝松 (2♂, 2000.4.13, 高橋知

代). 小山田 (成虫, 2011.5.16, 高橋士朗). 【既知】

片地 (鵜飼 1986). 上難波 (成虫, 2009.4.9, 高橋

士朗). 【既知】北梅本町 (鵜飼 1986). 【既知】

衣山町 (楠 2002b). 【既知】窪野町 (鵜飼 1986). 

【既知】【EPSM】潮見 (楠・桑田 1979; 鵜飼 

1986). 【既知】食場町 (楠 2002b). 【EUM】常

光寺町 (1♂1♀, 1988.4.16, 宇都宮靖博). 【既知】

杉立 (楠・桑田 1979). 【EUM】鷹子町 (1♂, 

1988.4.19, 宇都宮靖博). 【既知】【EPSM】高縄

山 (鵜飼 1986). 【既知】高野町 (鵜飼 1986).

【既知】道後 (Yano 1951). 【既知】【EPSM】中

土手 (楠・桑田 1979). 西野町 (2♂2♀, 2011.4.16, 

武智礼央). 【既知】畑寺町 (楠 2002b). 【既知】

東方町 (楠 2002b). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】平井町 (楠 1990; 楠 2002b). 【既知】

【OMM】溝辺町 (楠 1990). 【既知】南梅本 (鵜

飼 1986). 【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【既

知】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】山西町 (楠・

桑田 1979). 善応寺 (2♂1♀, 2006.6.7, 久松定智). 

【EPSM】白石 (1♀, 1966.5.1, 楠 博幸).  

10. Sympecma paedisca paedisca (Eversmann, 1836) 

オツネントンボ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 

【既知】【EPSM】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】

祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】上駄場 (鵜飼 

1986). 小山田 (成虫, 2006.4.24, 高橋士朗). 【既

知】片地 (鵜飼 1986). 上難波 (成虫, 2007.4.6, 

高橋士朗). 【既知】北梅本町 (鵜飼 1986). 

【EUM】衣山 (1♂, 1988.4.17, ?). 【既知】志津

川町 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】

米野町 (鵜飼 1986). 【EUM】常光寺町 (2♂, 

1988.4.16, 宇都宮靖博). 【既知】常保免 (鵜飼 

1986). 善応寺 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既

知】太山寺町 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 

【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 【EUM】鷹子町 

(1♂, 1988.4.19, 宇都宮靖博). 【既知】高縄山 

(楠・桑田 1979). 【既知】【OMM】谷町 (楠 

2002b). 【既知】津吉町 (鵜飼 1986). 【既知】

道後 (Yano 1951). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既

知】畑寺町 (鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠 

2002b). 【既知】東野 (楠 1990; 楠 2002b). 【既

知】平井町 (鵜飼 1986). 【既知】堀江町 (楠 

2002b). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 【既知】三

津浜 (楠・桑田 1979). 【既知】南梅本 (鵜飼 

1986). 【EUM】山西町 (1♂, 1988.4.17, 宇都宮靖

博 ). 総合公園  (1♂, 2010.4.18, 山本栄治 ). 

【EPSM】潮見  (1♀, 1962.8.26, 楠 博幸 ). 

【EPSM】白石 (1♂, 1966.6.1, 楠 博幸).  

 

Platycnemididae モノサシトンボ科 

11. Copera annulata (Selys, 1863) モノサシトンボ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】中土手 

(楠・桑田 1979). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 【既

知】祝谷東町  (鵜飼  1986). 小山田  (成虫 , 

2007.7.8, 高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 

【既知】【EUM】上高野町 (楠 2002b). 【既知】

北梅本町 (楠 1990). 三町 (2♂, 1987.8.11, 久松

定成). 【既知】食場町 (楠・桑田 1979). 【既知】

【EUM】下伊台町 (楠 2002b). 【既知】宿野町 

(楠・桑田 1979). 【既知】杉立 (楠・桑田 1979). 

【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 【OMM】高野町 

(6♂, 1996.7.17, 楠 博幸). 【EUM】樽味 (羽化

殻, 2007.6.3, 久松定智). 【既知】津吉町 (楠 

2002b). 【既知】二番町 (楠・桑田 1979). 萩原 

(成虫, 2009.8.31, 高橋士朗). 【既知】東方町 (楠 

1990). 【既知】東野 (楠 2002b). 【既知】【EUM】

平井町  (楠  2002b). 【EUM】星の岡  (1♀, 

1953.7.2, 宮武睦夫). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 

【既知】三津 (楠・桑田 1979). 【既知】南梅本 

(鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】山越 (楠・桑田 

1979). 【既知】山西町 (楠・桑田 1979; 鵜飼 

1986). 【既知】吉藤 (楠・桑田 1979). 【既知】

鷹子町 (楠 2002b). 畑寺町 (成虫, 2005.5.13, 武

智礼央).  

 

Coenagrionidae イトトンボ科 

12. Ceriagrion melanurum Selys, 1876 キイトトンボ. 

井門町 (1♂, 1988.8.20, 久松定成). 【既知】祝谷 

(楠 2002b). 【既知】【EUM】上高野町 (楠 2002b). 

【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 小山田 (成虫, 

2006.5.24, 高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 

上難波 (成虫, 2009.6.23, 高橋士朗). 【既知】北

梅本町 (楠・桑田 1979). 【既知】久谷町 (楠・

桑田 1979). 【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 

【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【EUM】高野町 (2♂, 

2000.8.3, 楠 博幸). 【既知】【EUM】谷町 (楠 

2002b). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】友

国 (鵜飼 1986). 西野町 (成虫, 2010.10.15, 久松

定智). 萩原 (成虫, 2007.7.8, 高橋士朗). 【既知】

東方町 (楠 1990). 【既知】東野 (楠 2002b). 【既

知】平井町 (楠 1990). 【既知】松ノ木 (鵜飼 

1986). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 【既知】南梅

本町 (鵜飼 1986). 【既知】山越 (楠・桑田 1979). 

【既知】山田町 (鵜飼 1986). 【既知】山西町 

(楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】吉藤 

(楠 2002b). 勝岡町 (1♂, 1992.7.10, 久松定成). 

13. Ceriagrion nipponicum Asahina, 1967 ベニイトト

ンボ. 【既知】高浜町 (武智他 2012). 【既知】

中島 (武智他 2012). 【既知】平井町 (武智他 

2012). 【既知】興居島 (武智他 2012). 

14. Ceriagrion nipponicum Asahina, 1967 ホソミイト
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トンボ. 小山田 (成虫, 2011.5.16, 高橋士朗). 【既

知】北梅本 (楠 2002b). 【既知】衣山 (楠 2002b). 

【既知】五明 (楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】

城山 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】【EUM】

杉立町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】菅沢町 

(楠 2002b). 善応寺 (成虫, 2005.6.28, 高橋士朗). 

米之野 (成虫, 2006.4.28, 高橋士朗). 【既知】津

吉町 (楠 2002b). 西野町 (1♂, 2009.4.11, 小川

次郎). 【既知】【EUM】野忽那島 (鵜飼 1986). 

【既知】【EUM】東野 (楠 2002b). 【既知】宿

野  々 (楠・桑田 1979). 【既知】吉田浜 (楠・桑

田 1979). 【既知】【EPSM】二神島 (楠他 1957; 

楠・桑田  1979; 鵜飼  1986). 平井町  (1♂, 

2005.4.24, 武智礼央). 

15. Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) アオモン

イトトンボ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既

知】天山町 (鵜飼 1986). 【OMM】石手 (3♂, 

1996.9.1, 楠 博幸). 祝谷東町 (成虫, 2007.6.10, 

久松定智). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 片山 (成

虫, 2010.10.17, 久松定智). 【既知】勝岡町 (鵜飼 

1986). 上難波 (成虫, 2011.5.5, 高橋士朗). 【既知】

北梅本町 (鵜飼 1986). 【EUM】衣山 (1♂, 

1988.4.17, 宇都宮靖博). 【既知】久谷 (楠・桑田 

1979). 【EUM】久万ノ台 (5♀, 1979.8.28, 窪田聖

一). 【既知】興居島 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】志津川町 (鵜飼 1986). 【既知】食場町 (楠 

2002b). 【OMM】下伊台町 (1♂, 1993.9.24, 楠 

博幸). 【OMM】杉立 (1♀, 1992.6.19, 楠 博幸). 

善応寺 (成虫, 2011.10.1, 久松定智). 総合公園 

(成虫, 2010.10.29, 高橋士朗). 【既知】太山寺町 

(楠・桑田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 

【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既知】高浜町 

(楠・桑田 1979). 【EUM】谷町 (2♂, 2000.6.3, 楠 

博幸). 【EUM】樽味 (1♂2♀, 2000.10.1, 大重直

輝). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】中島 (鵜

飼 1986). 西野町 (成虫, 2011.6.28, 武智礼央). 

【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【OMM】畑寺 (1♂, 

1987.9.29, 楠 博幸). 八反地 (幼虫, 2008.4.21, 

新田). 【既知】東石井 (楠・桑田 1979). 【OMM】

東方町 (1♂, 1994.6.6, 楠 博幸). 【既知】東野 

(楠 2002b). 【OMM】東山 (2♂, 1996.10.23, 楠 

博幸). 【既知】姫原 (鵜飼 1986). 【既知】平井

町 (楠 2002b). 【既知】平田町 (楠 1990). 福角

町 (成虫, 2011.9.28, 久松定智). 【既知】松ノ木 

(鵜飼 1986). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【EUM】

南久米町 (1♀, 1987.8.29, 宇都宮靖博). 【既知】

南土居町 (鵜飼 1986). 恵原町 (成虫, 2010.10.7, 

久松定智). 【既知】森松 重信川 (国交省 1998). 

由利島 (成虫, 2011.7.31, 武智礼央). 【EUM】余

戸 (1♂1♀, 1979.6.11, 笹川 清). 【既知】吉藤 

(楠 1990). 河野別府 (成虫, 2010.7.18, 久松定

智). 久保田町 (1♂1♀, 2006.7.3, 山本栄治). 三

町 (8♂6♀, 1987.8.11, 久松定成). 【既知】市坪橋 

重信川 (国交省 1998). 【既知】出合橋 重信川 

(国交省 1998). 【既知】西垣生町 (鵜飼 1986). 

南高井町 (2♂, 1986.8.31, 久松定成). 畑寺町 

(成虫, 2005.4.28, 武智礼央). 福音寺町 (7♂6♀, 

1987.9.20, 久松定成). 北土居町 (2♀, 1988.8.21, 

久松定成) 

16. .Ischnura asiatica Brauer, 1865 アジアイトトンボ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 

【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】大可賀 

(楠・桑田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 

【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】北梅本 (楠・

桑田 1979). 【既知】久谷 (楠・桑田 1979). 【既

知】興居島 (鵜飼 1986). 【既知】志津川町 (鵜

飼 1986). 【既知】坂浪 (鵜飼 1986). 【既知】

潮見 (楠・桑田 1979). 【EUM】常光寺町 (1♂, 

1988.4.16, 宇都宮靖博). 【既知】苞木 (鵜飼 

1986). 【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】友国 (鵜飼 1986). 

中島 (1♂, 2008.7.22, 武智礼央). 【既知】畑寺町 

(鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠・桑田 1979; 鵜

飼貞行 1986). 【既知】東野 (楠 1990; 楠 2002b). 

【既知】姫原 (鵜飼 1986). 【既知】平井町 (楠 

2002b). 【既知】【EPSM】二神島 (楠他 1957; 

楠・桑田 1979; 鵜飼 1986). 【既知】松ノ木町 (鵜

飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠 1990; 楠 2002b). 

【既知】三津 (楠・桑田 1979). 【既知】南梅本 

(鵜飼 1986). 【既知】南江戸町 (鵜飼 1986). 

【EUM】南久米町 (1♀, 1987.9.1, 宇都宮靖博). 

【既知】南土居町 (鵜飼 1986). 【既知】森松町 

(鵜飼 1986). 【既知】山西町 (楠・桑田 1979). 鷹

子町 (1♀, 1988.5.2, 久松定成). 【既知】内宮町 

(楠・桑田 1979). 福角町 (1♂, 2010.9.29, 小川 

遼).  

17. Paracercion calamorum calamorum (Ris, 1916).  

クロイトトンボ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 

【既知】石手 (楠 2002b). 【既知】祝谷東町 (鵜

飼 1986). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 【既知】大

谷 (鵜飼 1986). 【既知】落合 (鵜飼 1986). 【既

知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】上駄馬 (鵜飼 

1986). 上難波 (成虫, 2007.9.11, 高橋士朗). 【既

知】鴨之池 (鵜飼 1986). 【既知】北梅本 (楠・

桑田 1979). 【既知】興居島 (鵜飼 1986). 【既

知】坂浪 (鵜飼 1986). 【EUM】三町 (2♂3♀, 

1988.4.19, 宇都宮靖博). 【既知】食場町 (楠 

2002b). 【既知】下伊台町 (楠 2002b). 【既知】

常保免 (鵜飼 1986). 【EUM】末町 (1♀, 2005.6.6, 

久松・武智). 【OMM】杉立 (3♂2♀, 1996.9.3, 楠 

博幸). 【EUM】菅沢町 (1♂1♀, 2000.6.24, 高橋

知代). 【EUM】善応寺 (1♂, 2006.6.7, 久松定智). 
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総合公園 (成虫, 2011.4.21, 高橋士朗). 【既知】

太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜

飼 1986). 【既知】高井 (楠・桑田 1979). 【既

知】鷹子町 (楠・桑田 1979). 【既知】高浜町 (鵜

飼 1986). 【既知】樽味 (楠・桑田 1979). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】友国 (鵜飼 1986). 

【既知】中島 (鵜飼 1986). 【既知】夏目 (鵜飼 

1986). 西野町 (成虫, 2011.6.28, 武智礼央). 【既

知】野忽那島 (楠・武智 1959). 【既知】萩尾 (鵜

飼 1986). 【既知】畑寺 (楠・桑田 1979). 【既

知】畑寺町 (鵜飼 1986). 【既知】日浦 (鵜飼 

1986). 【既知】東石井 (楠・桑田 1979). 【既知】

東方町 (楠・桑田 1979). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】姫原 (楠 1990). 【既知】【EUM】平井

町 (楠 2002b). 【既知】平田町 (楠 1990). 【EUM】

福音寺 (1♀, 1979.8.22, 窪田聖一). 【既知】堀江

町 (鵜飼 1986). 【既知】松ノ木町 (鵜飼 1986). 

【既知】南梅本 (楠・桑田 1979). 【既知】南江

戸町 (鵜飼 1986). 【既知】南久米 (楠・桑田 

1979). 【既知】南土居町 (鵜飼 1986). 【既知】

森松町 (鵜飼 1986). 【既知】山西町 (楠・桑田 

1979). 【既知】余戸 (楠・桑田 1979). 横谷 

(1♂2♀, 2005.6.6, 久松定智 ). 窪野町  (成虫 , 

2010.9.4, 小川次郎). 【既知】市坪橋 重信川 (国

交省 1998). 【既知】重信川河口 (国交省 1998). 

【既知】宿野町 (鵜飼 1986). 北土居町 (1♂, 

1986.8.30, 久松定成).  

18. Paracercion sieboldii (Selys, 1876) オオイトトン

ボ. 【既知】平井町 (楠 2002b). 【既知】杉立 

(楠・桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】二番町 (楠・

桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】河中 (楠・桑田 

1979; 楠 2002b). 【既知】【EUM】樽味 (楠・桑

田 1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b).  

19. Paracercion sexlineatum (Selys, 1883) ムスジイ

トトンボ. 【EUM】祝谷東町 (1♀, 2007.6.10, 久

松定智). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 片山 (成虫, 

2010.7.18, 久松定智). 上難波 (成虫, 2007.5.6, 

高橋士朗). 【既知】北梅本 (鵜飼 1986; 楠 

2002b). 【EUM】末町 (羽化殻, 2005.6.6, 久松定

智). 【EUM】杉立口 (1♂, 2000.6.29, 楠 博幸). 

善応寺 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 高浜町 

(1♂, 2010.8.20, 武智礼央). 【既知】津吉町 (楠 

2002b). 【既知】中島 (鵜飼 1986). 【既知】夏

目 (鵜飼 1986). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既

知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】姫原 (鵜飼 1986; 

楠 1990; 楠 2002b). 平井町 (1♂, 2007.6.14, 武

智礼央). 【既知】堀江町 (鵜飼 1986). 【既知】

南梅本町 (楠 2002b). 【EUM】南久米町 (1♀, 

1987.9.20, 久松定成). 宮内 (成虫, 2010.7.24, 高

橋士朗). 食場町 (1♂1♀, 2005.6.6, 武智礼央). 

鷹子町 (1♂, 2005.10.3, 武智礼央).  

20. Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865) セス

ジイトトンボ. 【既知】北久米町 (楠 2003). 【既

知】高縄山横谷 (楠・桑田 1979). 【既知】鷹子

町 (鵜飼 1986). 【既知】問屋町 (鵜飼 1986). 

【既知】畑寺町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】

東方町 (楠 1990; 楠 2002b). 【既知】姫原 (鵜

飼 1986; 楠 1990; 楠 2002b). 【既知】【EUM】

福音寺町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】南梅

本町 (楠 2002b). 【既知】南久米町 (楠・桑田 

1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b).  

 

Anisozygoptera ムカシトンボ亜目 

Epiophlebiidae ムカシトンボ科 

21. Epiophlebia superstes (Selys, 1889) ムカシトンボ. 

【既知】梅ノ木 (楠・桑田 1979). 【既知】うる

い谷 (桑田 1957). 【既知】大井野町 (楠 2002b). 

【既知】音田谷 (楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】

米野町 (楠 2002b). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 

【既知】高縄山 (楠・桑田 1979). 玉谷町 (幼虫, 

2011.10.2, 松野茂富). 【既知】樽味谷 (楠 2002b). 

【既知】福見川町 (楠 2002b). 【既知】藤野町 

(楠 2002b). 【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979).  

 

Anisoptera 不均翅亜目 

Aeschnidae ヤンマ科 

22. Sarasaeschna pryeri (Martin, 1909) サラサヤンマ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979; 楠 2002b). 【既

知】岩堰 (鵜飼 1986). 【既知】大井野町 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 米之野 (成虫, 2009.5.23, 高橋

士朗). 【既知】【EUM】樽味 (楠・桑田 1979). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】道後 (楠 1990; 

楠 2002b). 西野町 (1♂, 2011.6.28, 武智礼央). 

【既知】平井町 (鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 

(楠・桑田 1979). 鷹子町 (1♀, 2003.5.23, 武智礼

央). 朝日ヶ丘 (成虫, 2004.5.2, 武智礼央).  

23. Boyeria maclachlani (Selys, 1883) コシボソヤン

マ. 【既知】石手 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】荏原 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】落

合 (鵜飼 1986). 【既知】小野町 (鵜飼 1986). 興

居島 (1♂, 2009.7.23, 武智礼央). 猿川 (幼虫, 

2010.4.13, 久松定智). 【既知】潮見 (楠・桑田 

1979). 食場町 (幼虫, 2011.10.8, 久松定智). 【既

知】末町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】杉立 

(鵜飼 1986; 楠 2002b). 善応寺 (幼虫, 2010.4.13, 

久松定智). 【既知】【EUM】樽味 (楠 2002b). 【既

知】平井町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】本

村 (鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠・桑田 1979). 

【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【既知】湯山 

(楠・桑田 1979). 横谷 (幼虫, 2005.2.22, 武智礼

央). 【既知】重信大橋 重信川 (国交省 1999). 

【既知】出合大橋 重信川  (国交省 2004). 
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【EUM】小野川 (幼虫, 2003.6.6, 武智礼央). 【既

知】上重信橋 重信川 (国交省 2004). 東野 (1♂, 

2000.8.27, 久松定智).  

24. Planaeschna milnei (Selys, 1883) ミルンヤンマ. 

【既知】余戸 (楠 2002b). 【既知】石手 (楠・

桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】大井野町 (楠 

2002b). 【既知】【EPSM】音田谷 (楠・桑田 1979). 

【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】【EUM】米

野町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 食場町 (幼虫, 

2011.10.8, 久松定智). 浄瑠璃町 (幼虫, 2011.6.13, 

武智礼央). 【既知】末町 (鵜飼 1986). 【既知】

杉立 (鵜飼 1986). 【既知】菅沢町 (楠 2002b). 

【EUM】高縄山 (1♂1♀, 1999.8.20, 高橋知代). 

【既知】樽味町 (楠・桑田 1979). 【EUM】津

吉町 (幼虫, 2005.5.4, 久松・武智). 【既知】東野 

(楠 2002b). 米之野 (成虫, 2006.10.18, 高橋士

朗). 【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【EUM】

小野町 (幼虫, 2005.2.27, 久松定智). 福見川 

(1♂1♀, 1988.8.14, 久松定成). 平井町 (幼虫, 

2005.5.7, 武智礼央).  

25. Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883 アオヤン

マ. 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】北

梅本町 (楠 2003). 【既知】太山寺町 (鵜飼 1986; 

楠 2002b). 【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 【既知】

平井町 (鵜飼 1986). 【既知】松ノ木町 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 【既知】森松町 (楠 1990). 【既

知】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】山

田町 (鵜飼 1986; 楠 2002b).  

26. Aeschnophlebia anisoptera Selys, 1883 ネアカヨ

シヤンマ. 【EPSM】荏原町 (1♀, 1996.8.6, 山内 

晃). 北久米町 (1♀, 1988.7.26, 宇都宮靖博). 【既

知】鷹子町 (楠 2002b). 中島 (1♀, 2010.7.6, 久

松定智). 【EUM】西野町 (1♀, 2007.7.21, 井上百

合恵). 【EUM】平井町 (1♀, 2006.8.12, 久松定智). 

【既知】星岡町 (楠 2002b). 南久米町 (幼虫, 

2011.4.7, 武智礼央). 興居島 (羽化殻, 2008.7.5, 

武智礼央).  

27. Gynacantha japonica Bartenef, 1909 カトリヤン

マ. 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】市

之井出 (鵜飼 1986). 【既知】岩堰 (楠・桑田 

1979). 院内 (成虫, 2007.9.1, 高橋士朗). 【既知】

大井野町 (楠 2002b). 小山田 (成虫, 2006.7.27, 

高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 片山 (成

虫, 2010.10.17, 久松定智). 【既知】上重信橋 重

信川 (国交省 1998). 上難波 (成虫, 2010.9.1, 高

橋士朗). 【既知】河中 (楠・桑田 1979). 川の郷

町 (1♀, 1987.8.28, 久松定成). 【既知】北梅本 

(鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】米之野 (楠・桑

田 1979). 【既知】食場町 (楠 2002b). 庄 (成虫, 

2007.10.13, 高橋士朗). 【EUM】浄瑠璃町 (1♀, 

2005.9.18, 久松定智). 城山 (成虫, 2004.7.16, 久

松定智). 【既知】【EUM】末町 (楠 2002b). 【既

知】杉立 (楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】菅

沢町 (楠 2002b). 善応寺 (成虫, 2006.9.5, 高橋

士朗). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【EUM】樽

味 (1♀, 1996.7.26, 小川次郎). 【EUM】道後 (1♂, 

1946.8.13, 矢野俊郎). 畑寺 (1♂, 1993.8.8, 久松

定智). 【既知】東石井 (楠・桑田 1979). 【既知】

東方 (楠 1990). 東野 (成虫, 2003.12.4, 武智礼

央). 【既知】平井町 (楠 1990). 福見川 (1♂, 

1988.8.28, 久松定成). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 

【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 南高井町 (1♀, 

1986.8.31, 久松定成). 【既知】森松町 (鵜飼 

1986). 【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【既知】

山西町 (鵜飼 1986). 湯の山 (幼虫, 2005.8.22, 

新田). 【既知】【EPSM】湧ヶ淵 (楠・桑田 1979). 

宿野町 (1♀, 2005.9.30, 武智礼央). 

28.  Polycanthagyna melanictera (Selys, 1883) ヤブ

ヤンマ. 【既知】【EPSM】石手 (楠・桑田 1979; 

鵜飼貞行 1986). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 

恵原町 (成虫, 2011.5.21, 武智礼央). 【EUM】大

街道 (1♀, 1999.8.18, 高橋知代). 【既知】大谷 

(鵜飼 1986). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】

久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既知】杉立 (楠・

桑田 1979). 【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 

高浜町 (成虫, 2011.6.27, 武智礼央). 【EUM】樽

味 (1♂, 1976.6.18, 久松定成). 【既知】【EUM】

津吉町 (楠 2002b). 【既知】中島町 (鵜飼 1986). 

【既知】東野 (楠 1990; 楠 2002b). 【既知】平

井町 (楠 2002b). 【既知】太山寺町 (鵜飼 1986; 

楠 2002b). 【既知】松ノ木 (鵜飼 1986). 【既知】

溝辺町 (楠 1990; 楠 2002b). 【EUM】南久米町 

(1♀, 1988.7.9, 宇都宮靖博). 【EUM】御幸寺山 

(1♀, 1977.6.25, H. Usui & S. Nagai). 【既知】

【EPSM】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】山西

町  (鵜飼  1986; 楠  2002b). 由利島  (1♀, 

2011.7.31, 菊原勇作). 食場町 (幼虫, 2005.2.20, 

武智礼央). 鷹子町 (成虫, 2002.7.26, 武智礼央). 

畑寺 (1♀, 2002.7.30, 久松定成). 畑寺町 (1♀, 

1993.8.25, 久松定成). 

29. Anaciaeschna martini (Selys, 1897) マルタンヤン

マ. 【既知】石手 (楠 1990; 楠 2002b). 【EUM】

伊台川 (幼虫, 2006.4.?, 久松定智). 【既知】祝谷

東町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】大谷 (鵜

飼 1986). 【EPSM】片地 (1♀, 1984.9.22, ?). 上

伊台町 (幼虫, 2007.1.27, 久松定智). 【既知】九

川 (鵜飼 1986). 【既知】久米 (楠 2002b). 【EUM】

末町 (羽化殻, 2007.7.16, 武智礼央). 【既知】杉

立 (楠・桑田 1979; 楠 2002b). 菅沢町 (幼虫, 

2011.7.3, 菅谷). 【既知】太山寺町 (鵜飼 1986). 

【既知】鷹子町 (楠 2002b). 高浜町 (羽化殻, 

2011.6.27, 武智礼央). 【既知】【EUM】樽味 (楠・
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桑田 1979; 楠 2002b). 中島 (幼虫, 2010.5.9, 久

松定智). 西野町 (1♀, 2011.7.16, 武智礼央). 【既

知】東野 (楠・桑田 1979). 【EUM】平井町 (1♀, 

2005.8.5, 久松定智). 【既知】本村 (鵜飼 1986). 

【EUM】南久米町 (1♀, 1988.7.23, 宇都宮靖博). 

森松町 (羽化殻, 2011.7.14, 武智礼央). 正円寺 

(1♀, 1989.8.18, 久松定成).  

30. Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ. 

【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】味栗 (鵜

飼 1986). 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既

知】祝谷 (楠 2002b). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 

1986). 【既知】大谷 (鵜飼 1986). 【既知】落合 

(鵜飼 1986). 小山田 (成虫, 2011.5.16, 高橋士

朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 片山 (成虫, 

2010.7.18, 久松定智). 上難波 (成虫, 2005.9.6, 

高橋士朗). 【既知】鴨之池 (鵜飼 1986). 【既知】

北梅本 (楠・桑田 1979). 【既知】北久米 (楠・

桑田 1979). 河野別府 (成虫, 2010.7.24, 久松定

智). 【既知】興居島 (鵜飼 1986). 【既知】潮見 

(楠 1990). 【既知】食場町 (楠 2002b). 【既知】

下伊台町 (楠 2002b). 【EUM】正円寺 (1♂, 

1979.7.9, S. Suwa). 末町 (幼虫, 2005.4.10, 武智

礼央). 善応寺 (成虫, 2006.10.18, 久松定智). 

【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】大

尺寺 (鵜飼 1986). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】鷹子町 (鵜飼 1986). 高浜町 (成

虫, 2010.7.10, 久松定智). 【既知】谷町 (楠 

2002b). 【EUM】樽味 (1♀, 1989.8.15, 宇都宮靖

博). 【既知】津吉町 (楠 1990). 【既知】道後 (楠 

1990). 【既知】友国 (鵜飼 1986). 【EPSM】長

井方 (成虫, 1994.6.11, 山岡). 【既知】中島 (鵜

飼 1986). 【既知】【EPSM】長戸 (楠・桑田 1979). 

西野町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 【既知】萩

尾 (鵜飼 1986). 萩原 (成虫, 2006.9.25, 高橋士

朗). 【既知】畑寺 (楠 1990). 【EUM】畑寺町 (1♂, 

1989.8.5, 有馬拓洋 ). 【EUM】八反寺  (1♀, 

2004.6.7, 北野峻伸). 【既知】日浦 (鵜飼 1986). 

【既知】東方町 (楠 1990). 【既知】【EUM】東

野 (楠 2002b). 【既知】東山町 (楠 2002b). 【既

知】姫原 (楠 1990). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 

【既知】平田町  (楠  1990). 福角町  (成虫 , 

2011.9.28, 久松定智). 福見川 (1♂, 1994.8.17, 久

松定成). 【EUM】古川 (1♀, 1994.6.7, 菅 晃). 

文京町 (成虫, 2011.8.6, 千田喜博). 【既知】堀江

町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】本谷 (鵜飼 

1986). 【既知】松ノ木町 (鵜飼 1986). 【既知】

溝辺 (楠 1990). 【既知】三津浜 (楠・桑田 1979). 

【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【EUM】南久米

町 (2♂, 1987.9.1, 宇都宮靖博). 【既知】実川 (鵜

飼 1986). 【既知】椋原 (鵜飼 1986). 【既知】

睦月島  (楠・武智  1959). 恵原町  (成虫 , 

2010.10.7, 久松定智). 【既知】森松 重信川 (国

交省 1998). 【既知】【EPSM】山越 (楠・桑田 

1979). 由利島 (成虫, 2011.9.14, 千田喜博). 【既

知】吉藤 (楠 1990). 【既知】老僧 (鵜飼 1986). 

窪野町 (成虫, 2010.9.4, 小川次郎). 三町 (1♂, 

1995.9.15, 久松定成). 【既知】市坪橋 重信川 

(国交省 1998). 【既知】出合大橋 重信川 (国

交省 2004). 【既知】上重信橋 重信川 (国交省 

1993). 【EPSM】杉立 (1♂, 1971.8.2, 楠 博幸).  

31. Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 

クロスジギンヤンマ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 

【既知】【EPSM】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】

岩堰 (楠・桑田 1979). 小山田 (成虫, 2011.5.16, 

高橋士朗). 上難波 (成虫, 2010.4.18, 高橋士朗). 

【既知】久谷町 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】

久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既知】興居島 (鵜

飼 1986). 【既知】米野町 (楠 2002b). 【既知】

坂浪 (鵜飼 1986). 【既知】清水山 (楠・桑田 

1979). 下伊台町 (成虫, 2010.6.12, 久松定智). 

【既知】苞木 (鵜飼 1986). 【既知】太山寺町 

(楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】高縄

山 (楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 

高浜町 (成虫, 2010.7.10, 久松定智). 【EUM】樽

味 (1♀, 1957.5.10, 石原 保). 【既知】津吉町 

(楠 2002b). 【既知】道後 (楠 1990). 【既知】

友国 (鵜飼 1986). 【既知】中島 (鵜飼 1986). 西

野町 (成虫, 2007.6.8, 久松定智). 【既知】萩尾 

(鵜飼 1986). 【EUM】畑寺 (幼虫, 2005.3.20, 久

松・武智). 【既知】畑寺町 (楠 2002b). 【既知】

東方 (楠 1990). 【既知】東野 (楠・桑田 1979; 鵜

飼貞行 1986). 【既知】姫原 (楠 2002b). 【既知】

平井町 (楠 1990). 【既知】藤野町 (鵜飼 1986). 

【既知】本村 (鵜飼 1986). 【既知】松ノ木町 (鵜

飼 1986). 【既知】溝辺町 (鵜飼 1986; 楠 1990). 

【既知】御幸寺山 (楠・桑田 1979). 【既知】山

西町 (楠・桑田 1979). 総合公園 (成虫, 2010.7.7, 

山本栄治). 末町 (成虫, 2005.5.20, 久松定智).  

32. Anax guttatus (Burmeister, 1839) オオギンヤンマ. 

上難波 (成虫, 2009.10.17, 高橋士朗). 【既知】北

梅本 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】鷹子町 (鵜

飼 1986; 楠 2002b). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986; 

楠 2002b). 【EUM】平井町 (1♂, 2005.8.13, 久松

定智).  

 

Gomphidae サナエトンボ科 

33. Anisogomphus maacki (Selys, 1872) ミヤマサナ

エ. 【既知】石手 (鵜飼 1986). 【既知】大井野

町 (楠 2002b). 食場町 (幼虫, 2006.6.3, 武智礼

央). 【既知】末町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】高縄山 (鵜飼 1986). 【既知】立花 (楠 2002b). 

【既知】立岩川  (鵜飼  1986). 樽味  (幼虫 , 
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1989.6.19, 有馬拓洋). 東野 (幼虫, 1989.6.18, 有

馬拓洋). 【既知】溝辺町 (楠 2002b). 【既知】

南土居町 (鵜飼 1986). 湯渡町 (幼虫, 1989.6.14, 

ひがき). 食場町 (幼虫, 2005.2.20, 久松定智). 高

野町 (幼虫, 2006.5.29, 久松定智). 【既知】出合

大橋 重信川 (国交省 2004).  

34. Gomphus postocularis Selys, 1869 ホンサナエ*. 

【既知】横谷 (桑田 1960; 楠・桑田 1979). 【既

知】上重信橋 重信川 (国交省 1999). 【備考】

愛媛県からは幼虫の記録しかなく，幼虫形態が

似ているミヤマサナエの同定ミスの可能性も高

い。横谷の個体は標本が存在しない。 

35. Asiagomphus melaenops (Selys, 1854) ヤマサナエ. 

【既知】石手 (楠 2002b). 院内 (成虫, 2010.5.8, 

高橋士朗). 大井野町 (幼虫, 2011.10.8, 久松定

智). 【EUM】小野町 (幼虫, 2005.2.22, 久松定智). 

北梅本町 (1♂, 2004.5.8, 久松定智). 【既知】米

野町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 才之原 (成虫, 

2009.5.13, 高橋士朗). 猿川 (幼虫, 2010.4.13, 久

松定智). 食場町 (幼虫, 2011.10.8, 久松定智). 

【既知】宿野町  (楠  2002b). 庄府  (成虫 , 

2008.6.6, 高橋士朗). 【OMM】末町 (1♂, 1983.5.6, 

楠 博幸). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 立岩 (成

虫, 2009.5.13, 高橋士朗). 【既知】玉谷町 (楠 

2002b). 【既知】【EUM】樽味 (楠 2002b). 【EUM】

東野 (1♂, 1952.5.14, ?). 【既知】藤野町 (鵜飼 

1986). 【既知】【EPSM】河中町 (楠・桑田 1979). 

【既知】市坪橋 重信川 (国交省 1998). 【既知】

宿野  々 (楠・桑田 1979).  

36. Asiagomphus pryeri (Selys, 1883) キイロサナエ. 

【既知】湯山 (桑田 1960). 【既知】重信大橋 重

信川 (国交省 2004). 【既知】伊台 (桑田 1960; 

楠・桑田 1979). 【既知】宿野々 (桑田 1960; 

楠・桑田 1979). 【既知】石手 (桑田 1960; 楠・

桑田 1979). 【既知】末町 (楠・桑田 1979).  

37. Davidius nanus (Selys, 1869) ダビドサナエ. 【既

知】青波 (楠・桑田 1979). 【既知】石手 (楠 

2002b). 【EPSM】和泉 (羽化殻, 1957.4.18, 楠 

博幸). 【既知】伊台 (桑田 1960). 大井野町 (幼

虫 , 2011.10.8, 久松定智 ). 小野町  (幼虫 , 

2005.2.27, 武智礼央). 【EUM】上伊台町 (幼虫, 

2006.3.3, 久松定智). 【既知】河中町 (鵜飼 1986). 

北梅本町 (羽化殻, 2006.4.12, 武智礼央). 【EUM】

久谷町 (1♀, 1988.4.17, 宇都宮靖博). 【既知】

【EUM】米野町 (楠 2002b). 才之原 (成虫, 

2011.4.26, 高橋士朗). 猿川 (幼虫, 2010.4.13, 久

松定智). 庄府 (成虫, 2009.5.9, 高橋士朗). 【既

知】末町 (楠・桑田 1979). 【既知】杉立 (楠・

桑田 1979). 高田 (幼虫, 2010.4.11, 久松定智). 

【既知】立花町 (桑田 1960). 立岩米之野 (成虫, 

2011.5.16, 高橋士朗). 玉谷町 (幼虫, 2011.10.8, 

久松定智). 【既知】樽味 (桑田 1960). 【既知】

東方町 (楠・桑田 1979). 東野 (1♂, 1998.4.19, 

菊原勇作). 平井町 (羽化殻, 2011.5.2, 武智礼央). 

【既知】福見川町 (楠 2002b). 【既知】藤野町 

(鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 (鵜飼 1986). 【既

知】森松町 (楠 2002b). 【既知】宿野々 (桑田 

1960). 【既知】【EPSM】山越 (鵜飼 1986). 【既

知】湯山 (楠・桑田 1979). 【EUM】食場町 (幼

虫, 2005.2.20, 武智礼央). 【既知】余戸町 (楠・

桑田 1979; 鵜飼 1986). 【EUM】湧ヶ淵 (1♀, 

1949.5.9, 宮武睦夫). 【既知】【EPSM】塩見 (楠・

桑田 1979). 【既知】【EPSM】河中 (楠・桑田 

1979). 【既知】【EPSM】高縄山 (楠・桑田 1979).  

38. Davidius fujiama Fraser, 1936 クロサナエ. 【既

知】大井野町 (楠 2002b). 【既知】米之野 (楠・

桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】米野町 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 才之原 (幼虫, 2010.4.13, 久松

定智). 【既知】末町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】福見川町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 藤野町 

(幼虫, 2010.4.24, 新田). 【EUM】水ヶ峠 (1♂, 

1972.5.21, T. K. Ishihara). 【既知】森松町 (楠 

2002b). 【既知】宿野  々 (桑田 1960). 食場町 (成

虫, 2010.5.5, 久松定智).  

39. Lanthus fujiacus (Fraser, 1936) ヒメクロサナエ. 

【既知】青波 (桑田 1960). 【既知】石手 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 【OMM】米野  々 (1♀, 1990.5.22, 

楠 博幸). 【既知】【EUM】米野町 (鵜飼 1986; 

楠 2002b). 【既知】杉立 (鵜飼 1986). 【既知】

【EUM】高縄山 (鵜飼 1986). 玉谷町 (幼虫, 

2011.10.8, 久松定智). 【既知】福見川町 (鵜飼 

1986). 【既知】水ヶ峠 (桑田 1960). 【既知】宿

野  々 (桑田 1960). 【既知】【EPSM】大井野町 (鵜

飼 1986; 楠 2002b).  

40. Trigomphus citimus tabei Asahina, 1949 タベサナ

エ. 【EPSM】和泉 (1♂, 1957.4.7, 楠 博幸). 院

内 (成虫, 2007.4.17, 高橋士朗). 小山田 (成虫, 

2007.4.19, 高橋士朗). 【既知】【EUM】北梅本町 

(楠 2002b). 客 (成虫, 2005.6.8, 高橋士朗). 【既

知】久谷町 (楠・桑田 1979). 【既知】下伊台町 

(楠 2002b). 浄瑠璃町 (幼虫, 2011.5.21, 武智礼

央). 【EPSM】白石 (1♂, 1966.5.1, 楠 博幸). 

【OMM】杉立 (1♂, 1980.4.6, 楠 博幸). 菅沢町 

(幼虫, 2011.7.3, 菅谷). 【既知】大尺寺 (鵜飼 

1986). 【EUM】高井町 (1♀, 2000.5.2, 菅 晃). 

【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既知】高野町 (楠 

2002b). 【既知】高浜町 (楠・桑田 1979). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】東方町 (楠 

2002b). 【既知】東野 (楠 2002b). 【既知】平井

町 (楠 1990). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【既

知】【EUM】横谷 (鵜飼 1986). 【既知】岩堰 (楠・

桑田 1979; 鵜飼 1986).  
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41. Trigomphus interruptus (Selys, 1854) フタスジサ

ナエ. 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】

北梅本 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】衣山 

(楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既

知】高浜町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】

【EUM】樽味 (楠・桑田 1979; 楠 2002b). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 畑寺 (1♂, 1988.5.1, 久

松定成). 【既知】東方町 (楠 1990; 鵜飼 1986). 

【既知】【EUM】東野 (楠 2002b). 【既知】平

井町 (楠 1990). 【既知】平田町 (鵜飼 1986; 楠 

1990; 楠 2002b). 南久米町 (2♂, 2011.5.8, 武智

礼央). 【既知】高浜 (楠・桑田 1979). 【既知】

山西 (楠・桑田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜飼 

1986). 【既知】道後 (楠・桑田 1979). 【既知】

南梅本 (楠・桑田 1979).  

42. Stylogomphus suzukii (Oguma, 1926) オジロサナ

エ. 北梅本町 (幼虫, 2006.4.12, 武智礼央). 【既

知】窪野町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】重

信大橋 重信川 (国交省 2004). 【既知】杉立 

(楠・桑田 1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】

青波 (楠・桑田 1979). 【既知】和泉 (楠・桑田 

1979).  

43. Sinogomphus flavolimbatus (Oguma, 1926) ヒメ

サナエ*. 【既知】重信大橋 重信川 (国交省 

2004).  

44. Nihonogomphus viridis Oguma, 1926 アオサナエ. 

【既知】食場町 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】

森松町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】余戸 (楠 

2002b).  

45. Onychogomphus viridicosta (Oguma, 1926) オナ

ガサナエ*. 【既知】重信大橋 重信川 (国交省 

2004). 【既知】上重信橋 重信川 (国交省 2004).  

46. Sieboldius albardae Selys, 1886 コオニヤンマ. 

【既知】青波 (楠・桑田 1979). 【既知】和泉 

(楠・桑田 1979). 【既知】米野町 (楠 2002b). 猿

川 (幼虫, 2010.4.13, 久松定智). 【EUM】食場町 

(幼虫, 2005.7.22, 武智礼央). 【既知】杉立町 (楠 

2002b). 立岩米之野 (成虫, 2010.6.28, 高橋士朗). 

【EUM】玉谷町 (幼虫, 1989.1.?, ?). 【既知】溝

辺町 (鵜飼 1986). 【既知】森松町 (楠 2002b). 

【既知】【EPSM】宿野町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 

【既知】市坪橋 重信川 (国交省 1998). 【既知】

重信大橋 重信川 (国交省 1999). 【既知】出合

大橋 重信川 (国交省 2004). 小野町 (幼虫, 

2005.2.27, 久松定智). 【既知】上重信橋 重信

川 (国交省 2004). 総合公園 (成虫, 2010.7.7, 山

本栄治). 東野 (幼虫, 2005.3.20, 武智礼央). 末

町 (幼虫, 2005.5.13, 武智礼央). 

47. Ictinogomphus pertinax (Selys, 1854) タイワンウ

チワヤンマ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既

知】味栗 (鵜飼 1986). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 

小山田 (成虫, 2010.7.10, 高橋士朗). 片山 (羽化

殻 , 2010.7.18, 久松定智 ). 上難波  (成虫 , 

2006.9.24, 高橋士朗). 【既知】北梅本町 (楠 

2002b). 河野別府 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 

【既知】下伊台町 (楠 2002b). 善応寺 (幼虫, 

2007.1.27, 久松定智). 総合公園 (成虫, 2006.6.16, 

高橋士朗). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既知】

津吉町 (楠 2002b). 夏目 (成虫, 2010.7.24, 久松

定智). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既知】【OMM】

畑寺町 (楠 2002b). 東野 (1♂, 1986.8.10, 久松

定成). 【EUM】東山町 (1♂, 2001.7.24, 楠 博幸). 

姫原 (成虫, 2011.9.28, 久松定智). 【既知】平井

町 (鵜飼 1986). 本谷 (成虫, 2010.7.24, 久松定

智). 【既知】松ノ木 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】南梅本町 (鵜飼 1986). 【EUM】南久米町 

(1♂, 1989.7.29, 有馬拓洋). 宮内 (成虫, 2010.7.24, 

高橋士朗). 恵原町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 

【EUM】山越 (1♂, 1988.7.5, 宇都宮靖博). 由利

島 (成虫, 2011.9.14, 千田喜博). 中島 (成虫, 

2006.9.30, 久松定智). 朝日ヶ丘 (3♂, 2001.10.20, 

山本栄治). 津吉町 (幼虫, 2005.5.4, 武智礼央).  

48. Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775) ウチ

ワヤンマ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既

知】味栗 (鵜飼 1986). 【既知】祝谷 (楠 2002b). 

【既知】北梅本 (楠 1990; 楠 2002b). 【既知】

久万ノ台 (楠・桑田 1979; 楠 2002b). 【既知】

潮見 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】清水町 (鵜

飼 1986). 総合公園 (成虫, 2009.8.18, 高橋士朗). 

【既知】【EPSM】太山寺町 (楠・桑田 1979). 

【EUM】谷町 (1♂, 1988.7.4, 宇都宮靖博). 【既

知】萩尾  (鵜飼  1986). 畑寺町  (羽化殻 , 

2006.7.10, 武智礼央). 【既知】東方町 (楠 2002b). 

【既知】【EUM】東野 (鵜飼 1986). 【既知】姫

原 (楠・桑田 1979). 【既知】平井町 (楠・桑田 

1979). 【既知】堀江町 (鵜飼 1986). 【既知】溝

辺町 (楠・桑田 1979). 【EPSM】南梅本 (2♂, 

1984.7.22, 鵜飼貞行). 【既知】山越 (楠・桑田 

1979). 【既知】吉藤 (楠 1990). 鷹子町 (1♂, 

2005.8.2, 武智礼央).  

 

Cordulegasteridae オニヤンマ科 

49. Anotogaster sieboldii (Selys, 1854) オニヤンマ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】伊台 

(楠・桑田 1979). 【既知】上駄馬 (鵜飼 1986). 

【既知】上難波 (鵜飼 1986). 恵原町 (幼虫, 

2011.5.21, 武智礼央). 【EUM】奥道後  (1♂, 

1989.7.30, T. Arita). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 

【既知】上高野  (楠  1990). 上難波  (成虫 , 

2010.8.1, 高橋士朗). 河中町 (幼虫, 2011.10.8, 

久松定智). 儀式 (成虫, 2009.9.20, 高橋士朗). 

北久米町 (1♂, 1988.7.31, 久松定成). 【既知】
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【EPSM】米之野 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 

1986). 【既知】【EUM】米野町 (楠 2002b). 猿

川 (幼虫, 2010.4.13, 久松定智). 【既知】潮見 (楠 

1990). 【既知】【EPSM】食場町 (鵜飼 1986). 【既

知】下伊台町 (楠 2002b). 【既知】宿野町 (楠 

2002b). 【既知】城北 (楠・桑田 1979). 浄瑠璃

町 (幼虫, 2011.6.13, 武智礼央). 【EUM】末町 

(羽化殻, 2008.8.4, 久松定智). 【既知】杉立町 (楠 

2002b). 【既知】菅沢町 (楠 2002b). 善応寺 (成

虫, 2009.8.31, 高橋士朗). 【既知】太山寺町 (楠・

桑田 1979). 【既知】高縄山 (楠・桑田 1979). 【既

知】鷹子町 (楠 1990). 【既知】高浜町 (鵜飼 

1986). 【EUM】樽味 (1♂, 1989.8.21, 笹川 清). 

【既知】道後 (楠 1990). 【既知】中通 (鵜飼 

1986). 【既知】畑寺 (楠 1990). 【EUM】畑寺

町 (幼虫, 2005.3.20, 久松・武智). 【既知】日浦 

(鵜飼 1986). 【既知】【EUM】東野 (楠 2002b). 

【既知】平井町 (楠 1990). 【既知】福見川 (鵜

飼 1986). 文京町 (成虫, 2011.8.6, 千田喜博). 

【既知】溝辺町 (楠 2002b). 【既知】実川 (鵜

飼 1986). 【既知】睦月島 (武智・楠 1959). 【既

知】森松町 (鵜飼 1986). 【既知】宿野  々 (楠・

桑田 1979). 【EUM】湯の山 (1♂, 1979.7.10, 松

野). 【既知】【EPSM】吉藤 (楠・桑田 1979). 興

居島 (成虫, 2004.7.4, 武智礼央). 【既知】【EPSM】

山越 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】宿野  々

(楠・桑田 1979). 【既知】出合橋 重信川 (国

交省 2003). 小野川 (幼虫, 2005.2.27, 武智礼央). 

【既知】上重信橋 重信川 (国交省 1998). 総合

公園 (成虫, 2010.7.7, 山本栄治). 中島 (成虫, 

2006.9.30, 久松定智). 【既知】【EPSM】福見川 

(楠・桑田 1979). 末町 (幼虫, 2005.3.4, 武智礼

央).  

 

Corduliidae エゾトンボ科 

50. Epophthalmia elegans (Brauer, 1865) オオヤマト

ンボ.【既知】石手 (楠・桑田 1979). 祝谷東町 (成

虫 , 2007.6.10, 久松定智 ). 小山田  (成虫 , 

2006.5.22, 高橋士朗). 片山 (成虫, 2010.7.18, 久

松定智). 上難波 (成虫, 2007.6.6, 高橋士朗). 

【既知】北梅本 (楠・桑田 1979). 【既知】北久

米 (楠 1990). 【既知】北野 (鵜飼 1986). 【既

知】久谷 (楠・桑田 1979). 【既知】久万ノ台 

(楠・桑田 1979). 【EUM】下伊台町 (幼虫, 

2006.6.7, 久松定智). 常光寺町 (2♂, 1988.8.25, 

久松定成). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 【既知】

太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 

2002b). 【既知】高浜町 (楠・桑田 1979). 【EUM】

樽味 (1♂, 1978.7.2, Y. Seiyama). 【既知】津吉町 

(楠 2002b). 【EUM】道後 (1♂, 1946.?.?, 矢野俊

郎). 【既知】畑寺  (楠  1990). 畑寺町  (1♂, 

1993.9.8, 久松定成・久松定智). 【既知】東方町 

(楠 1990; 楠 2002b). 【既知】東野 (楠 1990). 

【既知】【EPSM】姫原 (楠・桑田 1979). 【既知】

平井町 (楠 2002b). 福角町 (1♂, 1992.7.22, 久

松定成). 【既知】堀江町 (楠・桑田 1979). 本谷 

(成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既知】溝辺町 (楠 

1990). 【既知】南梅本 (楠 1990). 南久米町 

(1♂1♀, 1987.8.29, 久松定成). 恵原町 (成虫, 

2010.10.7, 久松定智). 【既知】山越 (楠・桑田 

1979). 【既知】山西町 (楠・桑田 1979). 湯の山 

(幼虫, 2001.8.29, 新田). 【既知】吉藤 (楠 1990; 

楠 2002b). 【既知】下難波 (鵜飼 1986). 【既知】

興居島 (鵜飼 1986). 【既知】中島町 (鵜飼 1986). 

【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【既知】日浦 (鵜

飼 1986). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】

味栗 (鵜飼 1986). 【既知】椋原 (鵜飼 1986). 

【既知】落合 (鵜飼 1986). 【既知】苞木 (鵜飼 

1986).  

51. Macromia amphigena amphigena Selys, 1871 コ

ヤマトンボ. 【既知】石手 (楠・桑田 1979; 楠 

2002b). 【既知】岩堰 (楠・桑田 1979). 小山田 

(成虫 , 2007.6.27, 高橋士朗 ). 九川  (成虫 , 

2009.7.30, 高橋士朗). 才の原 (成虫, 2010.6.28, 

高橋士朗). 食場町 (幼虫, 2011.10.8, 久松定智). 

【既知】宿野町 (楠 2002b). 【EUM】末町 (幼

虫, 2005.5.20, 久松・武智). 【既知】杉立町 (楠 

2002b). 高田 (幼虫, 2010.4.13, 久松定智). 立岩

米之野 (成虫, 2009.6.17, 高橋士朗). 【既知】樽

味 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】二番町 (楠・

桑田 1979). 【EUM】畑寺町 (幼虫, 2005.3.20, 武

智礼央). 【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東

方町 (楠・桑田 1979). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】平井町 (鵜飼 1986). 【既知】本谷 (鵜

飼 1986). 【EUM】御幸寺山 (1♂, 1977.6.25, H. 

Usui & S. Nagai). 持田 (1♀, 1998.5.11, 菊原勇

作). 【既知】森松町 (楠 2002b). 【既知】湯山 

(楠・桑田 1979). 【既知】市坪橋 重信川 (国

交省 1998). 【既知】重信川河口 (国交省 1998). 

【既知】重信大橋 重信川 (国交省 2004). 【既

知】出合大橋 重信川 (国交省 1999). 小野川 

(幼虫, 2003.5.7, 武智礼央). 【既知】上重信橋 重

信川 (国交省 1999). 津吉町 (幼虫, 2005.5.4, 武

智礼央).  

52. Epitheca marginata (Selys, 1883) トラフトンボ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】祝谷 (楠 

2002b). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】

上萱谷 (楠 2002b). 恵原町 (成虫, 2011.5.21, 武

智礼央). 小山田 (成虫, 2007.5.26, 高橋士朗). 

上難波 (成虫, 2011.5.5, 高橋士朗). 【既知】北梅

本 (鵜飼 1986). 【EUM】米野町 (1♀, 2006.5.20, 

久松定智). 【EUM】潮見 (1♀, 1954.4.19, 宮武睦
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夫). 【既知】清水山 (楠・桑田 1979). 【EUM】

下伊台町 (幼虫, 2006.10.18, 久松定智). 【既知】

杉立 (楠・桑田 1979). 菅沢町 (幼虫, 2011.7.3, 

菅谷). 善応寺 (幼虫, 2006.10.18, 久松定智). 

【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】高

縄山 (楠・桑田 1979). 【EUM】樽味 (1♀, 

1988.5.14, 宇都宮靖博). 【既知】津吉町 (楠 

2002b). 【既知】道後 (楠 1990). 【既知】友国 (鵜

飼 1986). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既知】

畑寺 (楠 1990). 畑寺町 (幼虫, 2005.2.28, 武智

礼央). 【既知】東方 (楠 1990; 楠 2002b). 【既

知】東野 (楠 2002b). 【既知】姫原 (楠・桑田 

1979). 【既知】平井町 (楠 2002b). 【既知】福

見川町 (鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 

【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【既知】御幸寺山 

(楠・桑田 1979). 【既知】山越 (楠・桑田 1979). 

【既知】吉藤 (楠 1990).  

53. Somatochlora uchidai Forster, 1909 タカネトンボ. 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】片地 (鵜

飼 1986). 片山 (幼虫, 2010.10.17, 久松定智). 

上難波 (成虫, 2009.10.13, 高橋士朗). 【既知】米

野町 (楠 2002b). 【既知】宿野町 (楠 2002b). 

【既知】杉立町 (楠 2002b). 【EUM】鷹子町 (羽

化殻, 2004.5.23, 武智礼央). 【既知】高縄山 (鵜

飼 1986). 立岩米之野 (成虫, 2009.9.13, 高橋士

朗). 【既知】玉谷町 (楠 2002b). 【EUM】樽味 

(1♀, 1979.9.3, 宮武睦夫). 【既知】津吉町 (楠 

1990). 【既知】畑寺 (楠 1990). 【既知】【EUM】

畑寺町 (楠 2002b). 【既知】東方町 (鵜飼 1986; 

楠 2002b). 【既知】【EUM】東野 (楠 2002b). 【既

知】姫原 (楠 1990). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 

【既知】溝辺町 (楠 1990). 【OMM】宿野  々 (1♂, 

1985.7.27, 楠 博幸). 窪野町 (成虫, 2010.9.4, 

小川次郎). 【EUM】中島 (1♂, 2006.9.30, 久松定

智).  

54. Somatochlora viridiaenea (Uhler, 1858) エゾトン

ボ. 【既知】石手 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】梅田町 (楠 2002b). 【既知】浄瑠璃町 (楠 

2002b). 【既知】樽味 (楠 2002a). 【既知】平井

町 (楠 2002b). 【既知】高縄山 (鵜飼 1986).  

55. Somatochlora clavata Oguma, 1913 ハネビロエ

ゾトンボ. 【既知】【EPSM】石手 (鵜飼 1986; 楠 

2002b). 【既知】小野川 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 

【既知】樽味 (楠 2002b). 【既知】中野町 (楠 

2002a). 【既知】平井町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 

【既知】片地 (鵜飼 1986). 南久米町 (幼虫, 

2011.5.4, 武智礼央). 【既知】上重信橋 重信川 

(国交省 1993). 畑寺 (1♀, 2004.8.8, 久松定智).  
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56. Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878) ハラビロ

トンボ. 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【EUM】

愛媛大学附属農場 (1♂, 2004.5.31, 北野峻伸). 

【既知】小川谷 (鵜飼 1986). 小山田 (成虫, 

2011.5.16, 高橋士朗). 上高野町 (1♂, 2011.7.1, 

武智礼央). 【既知】北梅本町 (楠 2002b). 【既

知】久谷 (楠・桑田 1979; 鵜飼 1986). 食場町 

(1♂1♀, 2005.6.6, 久松定智). 【OMM】下伊台町 

(1♂, 1990.5.26, 楠 博幸). 【既知】浄瑠璃町 (楠 

2002b). 【OMM】末町 (1♀, 1990.5.26, 楠 博幸). 

善応寺 (成虫, 2009.6.18, 高橋士朗). 高井町 

(1♂1♀, 1989.6.11, 久松定成). 【既知】高縄山 

(楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既

知】【EUM】樽味 (鵜飼 1986). 【既知】津吉町 

(楠 2002b). 【既知】道後 (楠・桑田 1979). 【EUM】

畑寺町 (1♂, 1979.5.26, 窪田聖一). 【既知】東野 

(楠 2002b). 【既知】平井町 (楠 1990; 楠 2002b). 

【既知】【EPSM】福見川町 (鵜飼 1986). 【既知】

船ヶ谷町 (鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠・桑

田 1979). 【既知】南梅本 (楠・桑田 1979). 【既

知】森松町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】宿

野々 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】山越 

(楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】山西町 (楠・

桑田 1979).  

57. Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 

ヨツボシトンボ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 【既

知】祝谷東町  (鵜飼  1986). 小山田  (成虫 , 

2006.5.21, 高橋士朗). 上難波 (成虫, 2008.6.8, 

高橋士朗). 【既知】北梅本 (鵜飼 1986). 【既知】

食場町 (楠 2002b). 【既知】太山寺町 (楠・桑

田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜飼 1986). 【既知】

鷹子町 (楠 2002b). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 

【既知】友国 (鵜飼 1986). 【EUM】西野町 (幼

虫, 2007.3.25, 久松定智). 【既知】萩尾 (鵜飼 

1986). 【既知】東方町 (楠 2002b). 【既知】東

野 (楠 2002b). 【既知】日之坂 (鵜飼 1986). 

【EUM】平井町 (羽化殻, 2005.4.24, 武智礼央). 

【既知】松ノ木町 (鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 

(鵜飼 1986). 【既知】吉藤町 (楠・桑田 1979). 朝

日ヶ丘 (成虫, 2004.5.22, 武智礼央).  

58. Libellula angelina Selys, 1883 ベッコウトンボ. 

【既知】森松町 (鵜飼 1986; 楠 2002b).  

59. Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) シ

オカラトンボ. 【既知】朝美町 (鵜飼 1986). 【既

知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】市之井出 (鵜

飼 1986). 【EUM】祝谷 (1♂, 2000.7.7, 菅 晃). 

【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】愛媛大

学演習林  (石原他  1973). 小山田  (成虫 , 

2011.5.16, 高橋士朗). 【既知】【EUM】中島 (鵜

飼 1986). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 片山 (成

虫, 2010.10.17, 久松定智). 【EUM】上高野町 (1♂, 

2001.7.2, 楠 博幸). 上難波 (成虫, 2011.5.5, 高
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橋士朗). 【既知】北梅本 (楠・桑田 1979). 北土

居町 (1♂, 1988.8.19, 久松定成). 【既知】久谷 

(楠・桑田 1979). 【既知】興居島 (楠・桑田 1979). 

【OMM】米野  々 (1♀, 1991.5.17, 楠 博幸). 【既

知】米野町 (鵜飼 1986). 三町 (1♂, 1987.8.11, 

久松定成). 【既知】重信川河口 (国交省 1993). 

【既知】芝ヶ峠 (鵜飼 1986). 【既知】下伊台町 

(楠 2002b). 【既知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 【既

知】杉立 (楠・桑田 1979). 【EUM】菅沢町 (1♂, 

2000.6.24, 高橋知代). 善応寺 (成虫, 2006.6.7, 

久松定智). 総合公園 (成虫, 2007.5.10, 高橋士

朗). 【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】

【EPSM】大尺寺 (鵜飼 1986). 高田 (幼虫, 

2010.4.11, 久松定智). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】【EUM】鷹子町 (楠 2002b). 【既

知】高浜町  (楠・桑田  1979). 樽味 (1♂1♀, 

1987.8.15, 久松定成). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 

【既知】出合 (楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 

【既知】中土手 (楠 1990). 【既知】中野 (楠 

1990). 夏目 (成虫, 2010.11.3, 高橋士朗). 【EUM】

西野町 (羽化殻, 2009.6.14, 武智礼央). 【既知】

畑寺 (楠 1990). 畑寺町 (成虫, 2006.10.14, 久松

定智). 【既知】東石井 (楠・桑田 1979). 【既知】

東方町 (楠・桑田 1979). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】姫原 (楠 1990). 【既知】平井町 (楠 

1990). 福角町 (成虫, 2011.9.28, 久松定智). 【既

知】福見川町  (鵜飼  1986). 藤野町  (1♀, 

2010.6.23, 佐藤雄吾). 【既知】浅海本谷 (鵜飼 

1986). 【既知】九川 (鵜飼 1986). 【既知】高土

手 (鵜飼 1986). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既

知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】味栗 (鵜飼 1986). 

【既知】落合  (鵜飼  1986). 本谷  (幼虫 , 

2010.4.13, 久松定智). 【既知】松ノ木 (鵜飼 

1986). 【既知】【EPSM】久万ノ台 (楠・桑田 1979). 

城山 (成虫, 2008.8.3, 松田久司). 【既知】溝辺町 

(楠 1990). 恵原町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 

【既知】森松 重信川 (国交省 1993). 【EPSM】

宿野々 (楠・桑田 1979). 【既知】柳井町 (楠 

2002b). 【EPSM】山越 (1♂, 1964.5.21, 楠 博幸). 

【既知】山西町 (楠・桑田 1979). 湯の山 (幼虫, 

2002.7.31, 新田). 由利島 (成虫, 2011.9.14, 千田

喜博). 【EUM】余戸 (1♀, 1979.6.11, 笹川 清). 

【既知】吉藤 (楠・桑田 1979). 河野別府 (成虫, 

2010.7.18, 久松定智). 窪野町 (成虫, 2010.9.4, 

小川次郎). 【EPSM】山越 (1♂, 1964.7.20, 楠 博

幸). 【既知】市坪橋 重信川 (国交省 1993). 【既

知】重信川河口 (国交省 2003). 【既知】重信大

橋 重信川 (国交省 2004).【既知】出合大橋 重

信川 (国交省 2004). 【既知】上重信橋 重信川 

(国交省 1998). 南久米町 (1♀, 2002.10.25, 武智

礼央). 末町 (幼虫, 2005.3.4, 武智礼央).  

60. Orthetrum japonicum japonicum (Uhler, 1858) シ

オヤトンボ. 【EUM】青波町 (1♂, 1998.5.16, 宇

都宮靖博). 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既

知】市之井出 (楠 1990). 院内 (成虫, 2007.6.6, 

高橋士朗). 小山田 (成虫, 2011.5.16, 高橋士朗). 

【既知】河中町 (鵜飼 1986). 【既知】北梅本町 

(鵜飼 1986). 【既知】衣山 (楠・桑田 1979). 【既

知】九川 (鵜飼 1986). 【EUM】久万ノ台 (1♂, 

1947.4.13, 宮武睦夫). 【OMM】米野々 (1♀, 

1991.5.17, 楠 博幸). 【EUM】食場町 (1♂, 

2004.5.14, 北野峻伸). 【既知】宿野町 (楠 2002b). 

【既知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 【既知】末町 (楠 

2002b). 【既知】杉立 (鵜飼 1986). 【既知】瀬

戸風峠 (鵜飼 1986). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】高浜町 (楠・桑田 1979). 立岩米

之野 (成虫, 2005.5.24, 高橋士朗). 【既知】津和

地島 (楠・武智 1958; 楠・桑田; 1979; 鵜飼 

1986). 【既知】東野 (楠・桑田 1979). 【既知】

東山町 (楠 2002b). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 

【既知】福見川町 (楠 2002b). 【既知】藤野町 

(鵜飼 1986). 【既知】二神島 (楠・武智 1958; 鵜

飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 【既知】

宿野々 (楠・桑田 1979). 【既知】湯山柳 (楠 

2002b). 津吉町 (1♂1♀, 2005.5.4, 久松定智).  

61. Orthetrum triangulare melania (Selys, 1883) オオ

シオカラトンボ. 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 

院内 (成虫, 2010.7.5, 久松定智). 【既知】小川谷 

(鵜飼 1986). 奥道後 (1♂, 1988.8.27, 久松定成). 

【既知】小野  (楠  1990). 小山田  (成虫 , 

2009.6.14, 高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 

上伊台町 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既知】

上高野町 (楠 1990). 上難波 (成虫, 2007.7.8, 高

橋士朗). 北梅本町 (成虫, 2010.8.22, 久松定智). 

【EPSM】久谷 (成虫, 1994.8.19, 山岡). 【既知】

【EPSM】久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既知】

米野町 (鵜飼 1986). 【既知】【OMM】潮見 (楠 

1990). 【既知】食場町 (楠 2002b). 浄瑠璃町 (成

虫, 2010.10.7, 久松定智). 【既知】杉立 (楠・桑

田 1979). 【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既

知】高縄山 (楠・桑田 1979). 【既知】【EUM】

鷹子町  (楠  2002b). 【EUM】高野町  (1♂, 

2000.8.3, 楠 博幸). 【既知】高浜町 (楠・桑田 

1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】谷町 (楠 2002b). 

【EUM】樽味 (1♂, 2010.7.10, M. Murakami). 【既

知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】道後 

(楠・桑田 1979). 【既知】友国 (鵜飼 1986). 【既

知】中島 (楠・桑田 1979). 西野町 (羽化殻, 

2008.6.21, 武智礼央). 【既知】畑寺 (楠 1990). 

【既知】東方町 (楠 1990). 【既知】東野 (楠 

2002b). 【既知】平井町 (楠 2002b). 文京町 (幼

虫, 2003.5.29, 新田). 城山 (成虫, 2008.8.3, 松田
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久司). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 【既知】南梅

本 (鵜飼 1986). 南高井町 (1♀, 1986.8.31, 久松

定成). 【既知】【EPSM】宿野  々 (楠・桑田 1979). 

【既知】【EPSM】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】

吉藤 (楠 2002b). 【既知】重信大橋 重信川 (国

交省 2004). 総合公園 (成虫, 2010.5.28, 山本栄

治). 末町 (幼虫, 2005.4.10, 武智礼央).  

62. Deielia phaon (Selys, 1883) コフキトンボ. 【既

知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【EPSM】祝谷東町 

(成虫, 1993.7.2, 宇都宮靖博). 【既知】大谷 (鵜

飼 1986). 【既知】勝岡町 (鵜飼 1986). 上難波 

(成虫, 2009.8.14, 高橋士朗). 【既知】興居島 (鵜

飼 1986). 【EUM】三町 (4♂3♀, 1987.8.14, 宇都

宮靖博). 総合公園 (成虫, 2005.6.16, 高橋士朗). 

【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】大

尺寺 (鵜飼 1986). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 

【既知】谷町 (楠 2002b). 【既知】常竹 (鵜飼 

1986). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】問

屋町 (鵜飼 1986). 西野町 (成虫, 2011.6.28, 武

智礼央). 【既知】畑寺町 (楠 2002b). 【既知】

【EUM】東野 (楠 2002b). 【既知】姫原 (鵜飼 

1986). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 【既知】平

田町 (楠 2002b). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 

【既知】吉藤町 (楠 2002b). 河野別府 (成虫, 

2010.7.18, 久松定智). 【既知】高木町 (楠・桑田 

1979). 【既知】小野 (楠 1990). 【既知】北梅本

町 (楠・桑田 1979).  

63. Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 

ショウジョウトンボ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 

1986). 【OMM】石手 (1♀, 1990.7.1, 楠 博幸). 

【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】上萱谷

町 (楠 2002b). 【既知】大谷 (鵜飼 1986). 小山

田 (成虫, 2008.9.6, 高橋士朗). 上難波 (成虫, 

2005.7.9, 高橋士朗). 【既知】鴨之池 (鵜飼 1986). 

【既知】北梅本 (楠 1990). 北土居町 (2♂1♀, 

1988.8.21, 久松定成). 【既知】興居島 (鵜飼 

1986). 【既知】坂浪 (鵜飼 1986). 【既知】潮見 

(楠 1990). 【既知】下伊台町 (楠 2002b). 善応

寺 (1♂, 2006.10.18, 久松定智). 【既知】【EPSM】

太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】大尺寺 (鵜

飼 1986). 【既知】【EUM】鷹子町 (楠 2002b). 

【既知】谷町 (楠 2002b). 【EUM】樽味 (1♀, 

1998.8.14, H. Nakanishi). 常竹 (成虫, 2010.7.24, 

久松定智). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】

友国 (鵜飼 1986). 【EPSM】長井方 (成虫, 

1994.6.11, 山岡). 【既知】中島 (鵜飼 1986). 【既

知】中野 (楠 1990). 夏目 (成虫, 2010.7.24, 久松

定智). 西野町 (成虫, 2007.6.8, 久松定智). 【既

知】畑寺 (楠 1990). 畑寺町 (成虫, 2005.5.13, 武

智礼央). 八反地 (羽化殻, 2009.6.21, 武智礼央). 

【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東方 (楠 

1990). 【既知】東野 (楠 2002b). 【既知】姫原 (楠 

1990). 【既知】平井町 (楠 2002b). 【既知】平

田 (楠 1990). 福角町 (成虫, 2011.9.28, 久松定

智). 【既知】堀江町 (鵜飼 1986). 本谷 (成虫, 

2010.7.24, 久松定智). 【既知】松ノ木町 (鵜飼 

1986). 【既知】溝辺 (楠 1990). 【既知】南梅本 

(楠 1990). 【EUM】南久米町 (1♂, 1987.9.1, 宇

都宮靖博). 【既知】実川 (鵜飼 1986). 【既知】

椋原 (鵜飼 1986). 【既知】森松町 (鵜飼 1986). 

由利島 (成虫, 2011.9.14, 千田喜博). 【既知】老

僧 (鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】吉藤 (楠・桑

田 1979). 【既知】久谷 (楠・桑田 1979). 【既

知】【EPSM】久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既知】

高浜 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】三津 

(楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】山越 (楠・

桑田 1979). 【既知】市坪橋 重信川 (国交省 

1998). 【EPSM】祝谷 (1♀, 1985.8.6, ?). 【既知】

【EPSM】杉立 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】

船ヶ谷  (楠・桑田  1979). 総合公園  (成虫 , 

2010.5.28, 山本栄治). 

64. Sympetrum pedemontanum elatum (Selys, 1872) 

ミヤマアカネ. 【既知】市之井出 (楠 1990). 

【EUM】大橋町 (幼虫, 2008.7.6, 武智礼央). 【既

知】上高野 (楠 1990). 【既知】神田 (鵜飼 1986). 

北梅本 (成虫, 2010.10.12, 久松定智). 【EUM】

米野町 (1♂1♀, 1979.8.9, 笹川 清). 三町 (成虫, 

2010.10.7, 久松定智). 宿野町 (1♀, 2005.9.26, 武

智礼央). 庄 (成虫, 2008.10.17, 高橋士朗). 浄瑠

璃町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 新石手 (2♂, 

1987.8.31, 久松定成). 【既知】末町 (鵜飼 1986). 

【既知】杉立町 (楠 2002b). 【既知】須先 (鵜

飼 1986). 善応寺 (成虫, 2008.10.9, 高橋士朗). 

【既知】【EPSM】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既

知】樽味 (矢野 1961). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 

【OMM】中土手 (1♀, 1993.7.30, 楠 博幸). 【既

知】中野町 (楠 2002b). 萩原 (成虫, 2004.9.20, 

高橋士朗). 【既知】畑寺 (楠 1990; 楠 2002b). 

【既知】日浦  (鵜飼  1986). 東方町  (成虫 , 

2010.10.10, 久松定智). 【既知】東野 (楠 1990). 

【既知】平井町 (楠 1990). 【既知】平田町 (楠 

1990). 【既知】藤野町 (楠 2002b). 【既知】溝

辺町 (楠 1990). 南久米町 (成虫, 2010.10.6, 武

智礼央). 南高井町 (成虫, 2011.10.1, 久松定智). 

恵原町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 【既知】森

松町 (楠 2002b). 【既知】河中町 (楠・桑田 1979). 

【既知】久谷町 (楠・桑田 1979). 窪野町 (成虫, 

2010.9.4, 小川次郎). 【既知】【EPSM】高縄山 

(楠・桑田 1979). 【既知】市坪橋 重信川 (国

交省 1993). 【既知】重信川河口 (国交省 2003). 

【既知】【EPSM】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【既

知】上重信橋 重信川 (国交省 1998). 【既知】
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【EPSM】石手 (楠・桑田 1979). 鷹子町 (成虫, 

2004.10.15, 武智礼央).  

65. Sympetrum darwinianum (Selys, 1883) ナツアカ

ネ. 大井野町 (成虫, 2010.12.4, 久松定智). 小山

田 (成虫, 2009.10.10, 高橋士朗). 【既知】片地 

(鵜飼 1986). 上難波 (成虫, 2009.11.4, 高橋士

朗). 【既知】北梅本 (鵜飼 1986). 【既知】北野 

(鵜飼 1986). 【既知】興居島 (鵜飼 1986). 【既

知】米野町 (楠 2002b). 三町 (成虫, 2010.10.7, 

久松定智). 【既知】食場町 (楠 2002b). 【既知】

【EUM】下伊台町 (楠 2002b). 【EUM】末町 (幼

虫, 2006.6.28, 武智礼央). 【既知】杉立町 (楠 

2002b). 善応寺 (成虫, 2009.11.18, 高橋士朗). 総

合公園 (成虫, 2010.10.29, 高橋士朗). 【既知】太

山寺町 (楠 2002b). 【既知】高縄山 (鵜飼 1986). 

【既知】鷹子町 (鵜飼 1986). 【既知】高野町 (楠 

2002b). 立岩米之野 (成虫, 2009.10.21, 高橋士

朗). 【既知】津吉町 (鵜飼 1986). 【既知】中島 

(鵜飼 1986). 【EPSM】長戸 (1♂, 1962.10.7, 楠 

博幸). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 畑寺 (1♂1♀, 

1988.10.10, 久松定成). 【既知】東石井 (楠・桑

田 1979). 東方町 (成虫, 2010.10.10, 久松定智). 

【既知】東野 (矢野 1961; 楠・桑田 1979). 【既

知】平井町  (楠  2002b). 福見川町  (成虫 , 

2010.12.4, 久松定智). 【EUM】南梅本町 (1♂, 

1984.12.8, 鵜飼貞行). 【既知】森松町 (鵜飼 

1986). 【既知】河中 (楠・桑田 1979). 窪野町 (成

虫, 2010.9.4, 小川次郎). 【既知】宿野  々 (楠・桑

田 1979). 【既知】出合橋 重信川 (国交省 

1998). 上伊台町 (1♀, 2005.8.4, 久松定智).  

66. Sympetrum frequens (Selys, 1883)  アキアカ

ネ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】

石手 (楠・桑田 1979). 【既知】市之井出 (鵜飼 

1986). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】

上駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】小野 (楠 1990). 

【既知】片地 (鵜飼 1986). 【OMM】上萱谷 (1♀, 

1991.5.13, 楠 博幸). 【既知】上高野 (楠 1990). 

【既知】上重信橋 重信川 (国交省 1998). 上難

波 (成虫, 2009.11.23, 高橋士朗). 【既知】河中 

(楠・桑田 1979). 【既知】北梅本 (楠 1990). 【既

知】北野 (鵜飼 1986). 【既知】久谷町 (楠・桑

田 1979). 【EUM】窪野町 (1♀, 1984.10.17, 鵜飼

貞行). 河野別府 (成虫, 2010.10.17, 久松定智). 

【既知】【EPSM】米之野 (楠・桑田 1979). 【既

知】米野町 (鵜飼 1986). 【既知】潮見 (楠 1990). 

【既知】重信川河口 (国交省 1998). 【EUM】

浄瑠璃町 (2♂, 2000.10.24, 菅 晃). 【既知】

【EPSM】杉立 (楠・桑田 1979). 善応寺 (成虫, 

2009.10.31, 高橋士朗 ). 総合公園  (成虫 , 

2010.10.29, 高橋士朗). 【既知】大尺寺 (鵜飼 

1986). 高田 (成虫, 2005.11.1, 高橋士朗). 【既知】

高縄山 (楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 

1990). 【EUM】高野町 (1♀, 2000.10.13, 楠 博

幸). 【既知】玉谷町 (楠 2002b). 【既知】樽味 (楠 

2002b). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】出

合橋 重信川 (国交省 2003). 【既知】道後 (楠 

1990). 【既知】中島 (鵜飼 1986). 西野町 (成虫, 

2010.12.1, 久松定智). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 

【既知】畑寺  (楠  1990). 畑寺町  (幼虫 , 

2006.6.19, 武智礼央). 【既知】東石井 (楠・桑田 

1979). 【既知】東方町 (楠 1990). 【既知】東野 

(矢野 1961; 楠・桑田 1979). 【既知】姫原 (鵜

飼 1986; 楠 2002b). 【既知】平井町 (楠 2002b). 

【既知】平田町  (楠 1990). 福見川 (1♂1♀, 

1994.8.17, 久松定成). 【既知】溝辺町 (楠 1990). 

【既知】【EUM】南梅本町 (楠 2002b). 南久米

町 (成虫, 2002.10.30, 武智礼央). 【EUM】御幸

寺山 (2♀, 1978.10.17, 窪田聖一). 【既知】森松

町 (楠 2002b). 【既知】山越 (楠・桑田 1979). 

【EUM】吉藤 (1♂, 2000.10.3, 楠 博幸).  

67. Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) タイリ

クアキアカネ.* 平井町 (1♀, 2002.10.14, 武智礼

央).  

68. Sympetrum striolatum imitoides Bartenef, 1919 タ

イリクアカネ.  【既知】味栗 (鵜飼 1986). 【既

知】石手 (楠 1990). 【既知】市之井出 (鵜飼 

1986). 【既知】梅田町 (楠 2002b). 【既知】小

野 (楠 1990). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既

知】上駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】河中 (楠・桑

田 1979). 【既知】北梅本町 (楠 1990; 楠 2002b). 

【既知】九川 (鵜飼 1986). 【既知】興居島 (鵜

飼 1986). 【既知】【EUM】米野町 (鵜飼 1986). 

【既知】杉立 (楠・桑田 1979). 総合公園 (成虫, 

2010.10.29, 高橋士朗). 【既知】太山寺町 (楠・

桑田 1979). 【EUM】鷹子町 (羽化殻, 2009.6.4, 

武智礼央). 【既知】高縄山 (矢野 1961; 楠・桑

田 1979). 【既知】津吉町 (鵜飼 1986). 【既知】

中島 (鵜飼 1986). 【既知】長戸 (楠・桑田 1979). 

西野町 (羽化殻, 2008.7.21, 武智礼央). 【既知】

萩尾 (鵜飼 1986). 【既知】畑寺 (楠 1990). 畑

寺町 (成虫, 2006.10.14, 久松定智). 【既知】東方 

(楠 1990; 楠 2002b). 【既知】東野 (楠 1990). 

【既知】東山町 (楠 2002b). 【既知】平井町 (楠 

1990; 楠 2002b). 【既知】平田町 (楠 1990; 楠 

2002b). 【EUM】福見川 (1♂, 1979.6.23, 諏訪). 

【既知】堀江町 (楠 1990). 【既知】水ヶ峠 (楠・

桑田 1979; 鵜飼 1986). 【既知】溝辺町 (楠 

1990; 楠 2002b). 【既知】南梅本町 (鵜飼 1986). 

【既知】森松町 (鵜飼 1986). 【既知】山越 (楠・

桑田 1979). 【既知】山西町 (楠・桑田 1979).  

69. Sympetrum eroticum eroticum (Selys, 1883) マユ

タテアカネ. 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既
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知】市坪橋 重信川 (国交省 2003). 【既知】市

之井出 (鵜飼 1986). 井門町 (1♀, 1988.8.20, 久

松定成). 岩堰 (1♀, 1987.8.31, 久松定成). 【既知】

祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】上駄馬 (鵜飼 

1986). 恵原町 (成虫, 2010.12.1, 久松定智). 【既

知】大井野町 (鵜飼 1986). 【既知】興居島 (鵜

飼 1986). 【既知】小野 (楠 1990). 小山田 (成

虫, 2009.7.12, 高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 

1986). 片山 (成虫, 2010.10.17, 久松定智). 【既

知】上高野 (楠 1990). 【既知】上重信橋 重信

川 (国交省 1993). 上難波 (成虫, 2005.11.12, 高

橋士朗). 【既知】河中町 (楠・桑田 1979). 【既

知】北梅本町 (楠・桑田 1979). 【既知】北野 (鵜

飼 1986). 【既知】久谷 (楠・桑田 1979). 【EUM】

窪野町 (1♀, 1984.10.7, 鵜飼貞行). 【EUM】五明 

(3♀, 1979.9.12, 笹川  清 ). 米野町  (1♂1♀, 

2007.8.11, 久松定成). 三町 (成虫, 2010.10.7, 久

松定智). 【既知】【EPSM】潮見 (楠・桑田 1979). 

食場町 (成虫, 2010.12.4, 久松定智). 【既知】重

信川河口 (国交省 2003). 【EUM】下伊台町 

(1♂1♀, 2001.8.24, 楠 博幸). 【既知】宿野  々

(楠・桑田 1979). 宿野町 (成虫, 2005.9.30, 武智

礼央). 常光寺町 (1♂, 1987.9.18, 久松定成). 【既

知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 城山 (成虫, 2004.7.16, 

久松定智). 善応寺 (成虫, 2006.10.18, 久松定智). 

【既知】太山寺町 (楠・桑田 1979; 鵜飼 1986). 

【既知】【EPSM】高縄山 (楠・桑田 1979). 【既

知】鷹子町  (楠  1990). 立岩米之野  (成虫 , 

2009.9.6, 高橋士朗). 【既知】谷町 (楠 2002b). 

【既知】【EUM】樽味 (楠 2002b). 【既知】津

吉町 (楠 1990). 【既知】出合橋 重信川 (国交

省 1993). 【既知】道後 (楠 1990). 【既知】中

島 (鵜飼 1986). 【OMM】中土手 (1♀, 1983.8.20, 

楠 博幸). 【既知】中野 (楠 1990). 【EUM】

中屋敷 (1♂1♀, 1984.11.2, 鵜飼貞行). 【既知】萩

尾 (鵜飼 1986). 萩原 (成虫, 2005.6.21, 高橋士

朗). 【既知】畑寺 (楠 1990). 【既知】畑寺町 (鵜

飼 1986). 【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】

東方町 (楠 2002b). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】東山 (楠 1990). 【既知】姫原 (楠 1990). 

【既知】【EUM】平井町 (楠 2002b). 【既知】

平田町 (楠 1990). 福見川 (1♂, 1988.8.14, 久松

定成). 【既知】堀江町 (鵜飼 1986). 【既知】溝

辺町 (楠 2002b). 【既知】【EPSM】三津浜 (楠・

桑田 1979). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 南久

米町  (1♀, 2010.10.6, 武智礼央 ). 南高井町 

(2♂3♀, 1986.8.31, 久松定成 ). 御幸  (1♂, 

2009.11.3, 久松定智). 【既知】森松町 (楠 1990). 

【既知】【EPSM】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】

吉藤 (楠 1990).  

70. Sympetrum kunckeli (Selys, 1884) マイコアカネ. 

【EUM】井門町 (1♀, 1998.8.21, 久松定成). 【既

知】興居島 (楠 2002b). 三町 (1♀, 1988.8.3, 久

松定成). 【既知】高浜町 (楠・桑田 1979; 楠 

2002b). 平井町 (1♀, ?, 武智礼央). 南久米町 

(1♀, 2010.10.6, 武智礼央). 【既知】森松町 (楠 

1990; 楠 2002b). 【既知】中島町 (楠・桑田 1979). 

【既知】出合橋 重信川 (国交省 1998). 【既知】

上重信橋 重信川 (国交省 1999). 鷹子町 (1♀, 

2004.10.24, 武智礼央).  

71. Sympetrum parvulum (Bartenef, 1912) ヒメアカネ. 

【既知】市之井出 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 【EUM】高縄山 (1♂, 

1967.7.14, H. Ohshita). 平井町 (1♂, 1989.10.15, 

久松定成). 【既知】河中町 (楠・桑田 1979). 【既

知】高浜 (楠・桑田 1979). 【既知】杉立 (楠・

桑田 1979; 鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既知】鷹子

町 (鵜飼 1986; 楠 2002b).  

72. Sympetrum risi risi Bartenef, 1914 リスアカネ. 

【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】味栗 (鵜

飼 1986). 【既知】粟井 (楠・桑田 1979). 【既

知】安城寺  (楠  1990). 【EUM】石手 (1♀, 

1991.10.18, K. Mita). 【既知】市之井出 (鵜飼 

1986). 井門町 (3♂1♀, 1988.8.21, 久松定成). 祝

谷東町 (成虫, 2007.6.10, 久松定智). 【既知】上

駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】上難波 (鵜飼 1986). 

恵原町 (成虫, 2010.12.1, 久松定智). 小山田 (成

虫, 2008.9.12, 高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 

1986). 上難波 (成虫, 2006.9.25, 高橋士朗). 【既

知】北梅本 (楠 2002b). 【既知】落合 (鵜飼 1986). 

【既知】北久米 (楠 1990). 【既知】北野 (鵜飼 

1986). 【EUM】窪野町 (1♂1♀, 1984.10.19, 鵜飼

貞行). 【既知】久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既

知】興居島 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【EUM】五

明 (2♂, 1979.9.12, 笹川 清). 【EUM】米野町 

(1♂1♀, 1979.10.16, 笹川 清). 【既知】塩見 

(楠・桑田 1979). 【EUM】食場町 (1♂, 1999.10.14, 

楠 博幸). 【OMM】下伊台町 (1♂, 1990.9.27, 楠 

博幸). 【既知】宿野  々 (楠・桑田 1979). 宿野町 

(成虫, 2005.9.30, 武智礼央). 浄瑠璃町 (幼虫, 

2011.6.13, 武智礼央). 【既知】杉立 (楠・桑田 

1979). 善応寺 (成虫, 2010.10.3, 久松定智). 【既

知】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】高縄山 

(鵜飼 1986). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既

知】高浜 (楠・桑田 1979). 【既知】津吉町 (楠 

1990). 【既知】道後 (楠 1990). 【既知】長井方 

(鵜飼 1986). 【既知】中島 (鵜飼 1986). 中通 (成

虫, 2010.10.17, 高橋士朗). 【既知】中野 (楠 

1990). 夏目 (成虫, 2010.10.3, 久松定智). 【既知】

怒和島 (鵜飼 1986). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 

【既知】【OMM】畑寺 (楠 2002b). 【EUM】畑

寺町 (1♀, 1979.10.16, 牛島広一郎). 【既知】日
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浦 (鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠 1990). 【既

知】東野 (楠 2002b). 【EUM】東山町 (1♂, 

2000.10.3, 楠 博幸). 【既知】東石井 (楠・桑田 

1979). 【既知】姫原 (鵜飼 1986; 楠 1990). 【既

知】【EUM】平井町 (楠 2002b). 【OMM】平田

町 (2♂, 1987.9.29, 楠 博幸). 福角町 (成虫, 

2011.9.28, 久松定智). 福見川 (2♂, 1986.8.29, 久

松定成). 本谷 (成虫, 2010.10.3, 久松定智). 【既

知】松ノ木 (鵜飼 1986). 【既知】水ヶ峠 (楠・

桑田 1979). 溝辺町 (1♂, 1988.8.26, 久松定成). 

【既知】港山 (楠・桑田 1979). 【既知】南梅本 

(鵜飼 1986). 南久米町 (成虫, 2002.10.8, 武智礼

央). 南高井町 (1♂, 1986.8.31, 久松定成). 【既知】

椋原 (鵜飼 1986). 【既知】森松町 (楠 1990). 

【既知】山越 (楠・桑田 1979). 【既知】吉藤 (楠 

1990).  

73. Sympetrum infuscatum (Selys, 1883) ノシメトン

ボ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】味

栗 (鵜飼 1986). 【既知】粟井 (楠・桑田 1979). 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】市坪橋 

重信川 (国交省 2003). 【既知】市之井出 (鵜飼 

1986). 【既知】祝谷東町 (鵜飼 1986). 【既知】

上駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】小野 (楠・桑田 

1979). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】上高

野 (楠 1990). 【既知】北梅本町 (楠・桑田 1979). 

【既知】北久米町 (楠 1990). 【既知】北野 (鵜

飼 1986). 【既知】九川 (鵜飼 1986). 【EUM】

窪野町 (1♂, 1984.10.17, 鵜飼貞行). 【既知】興

居島 (鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】米之野 (楠・

桑田 1979). 【既知】米野町 (鵜飼 1986). 【既

知】潮見 (楠 1990). 【既知】宿野町 (楠・桑田 

1979). 【既知】浄瑠璃町 (楠 2002b). 【既知】

杉立 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】太山寺

町 (楠・桑田 1979). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】鷹子町 (楠 1990). 【既知】高野

町 (楠 2002b). 【既知】【EUM】樽味 (楠 2002b). 

【既知】【EUM】津吉町 (楠 2002b). 【既知】

出合橋 重信川 (国交省 2003). 【既知】道後 

(楠 1990). 中島 (成虫, 2006.9.30, 久松定智). 

【既知】【EPSM】長戸 (楠・桑田 1979). 【既知】

中野 (楠 1990). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 【既

知】畑寺 (楠 1990). 【EUM】畑寺町 (1♂1♀, 

1979.10.16, 牛島広一郎). 【既知】日浦 (鵜飼 

1986). 【既知】東方町 (楠 2002b). 【既知】東

川町 (鵜飼 1986). 【既知】東野 (楠 2002b). 【既

知】東山 (楠 1990). 【既知】姫原 (楠 1990). 【既

知】平井町 (楠 2002b). 【既知】平田 (楠 1990). 

【既知】溝辺町 (楠・桑田 1979). 【既知】港山 

(楠 1990). 【既知】南梅本町 (鵜飼 1986). 南久

米町 (1♂, 1987.9.20, 久松定成). 【既知】森松町 

(楠 1990). 【既知】山西町 (鵜飼 1986). 【EPSM】

吉田 (1♀, 1967.9.27, 楠 博幸). 【既知】吉藤 

(楠 1990). 

74. Sympetrum baccha matutinum Ris, 1911 コノシメ

トンボ. 【既知】大井野町 (楠 2002b). 上難波 (成

虫, 2008.11.4, 高橋士朗). 【既知】北梅本 (鵜飼 

1986; 楠 2002b). 【既知】【EPSM】久谷町 (楠・

桑田 1979). 【既知】窪野町 (鵜飼 1986; 楠 

2002b). 【既知】興居島 (鵜飼 1986). 【既知】

須先 (鵜飼 1986). 【既知】津吉町 (楠 1990; 楠 

2002b). 【既知】富野町 (楠 2002b). 【既知】怒

和島 (楠・武智 1958). 【既知】萩尾 (鵜飼 1986). 

【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠 

1990; 楠 2002b). 【既知】東野 (楠・桑田 1979). 

【既知】高縄山 (鵜飼 1986). 【既知】森松 重

信川 (国交省 2003).  

75. Sympetrum gracile Oguma, 1915 ナニワトン

ボ.  【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既知】味

栗 (鵜飼 1986). 【既知】粟井 (楠・桑田 1979). 

【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】市之井

出 (鵜飼 1986). 井門町 (4♂, 1988.8.21, 久松定

成). 【既知】小川谷 (鵜飼 1986). 【既知】興居

島 (鵜飼 1986). 【既知】小野町 (楠 2002b). 【既

知】片地 (鵜飼 1986). 片山 (成虫, 2010.7.24, 久

松定智). 【既知】上駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】

北梅本町 (楠・桑田 1979). 【既知】落合 (鵜飼 

1986). 【既知】北久米 (楠 1990). 【既知】北野 

(鵜飼 1986). 【EUM】窪野町 (1♂, 1984.10.17, 鵜

飼貞行). 【既知】久万ノ台 (楠・桑田 1979). 【既

知】椋原 (鵜飼 1986). 【既知】興居島 (楠 2002b). 

三町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 【EUM】下伊

台町 (1♀, 2006.10.18, 久松定智). 【EPSM】志津

川町 (2♂, 1979.10.8, 楠 博幸). 【EPSM】杉立 

(1♂, 1979.10.29, 楠 博幸). 【既知】太山寺町 

(楠・桑田 1979). 【既知】鷹子町 (楠 1990). 【既

知】谷町 (楠 2002b). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 

【EUM】道後 (1♀, 1949.10.14, 矢野俊郎). 【既

知】友国 (鵜飼 1986). 【既知】畑寺 (楠・桑田 

1979). 【既知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東方

町 (楠 1990). 【既知】【EPSM】東野 (楠・桑田 

1979). 【EUM】東山町 (1♂, 2000.10.3, 楠 博幸). 

【既知】姫原 (楠 1990). 【既知】平井町 (楠 

1990). 【既知】平田町 (楠 1990). 【既知】船ヶ

谷 (楠 1990).【既知】堀江町 (楠 1990). 【既知】

松ノ木町 (鵜飼 1986). 【EUM】溝辺町 (1♂, 

2000.10.13, 楠 博幸). 【既知】南梅本町 (鵜飼 

1986). 【EUM】南久米町 (1♂1♀, 1987.8.29, 宇

都宮靖博). 【既知】森松町 (鵜飼 1986). 【既知】

柳井町 (楠 2002b). 【既知】吉藤 (楠 1990). 

【EPSM】溝辺町 (1♂1♀, 1979.10.22, 楠 博幸).  

76. Sympetrum speciosum speciosum Oguma, 1915 ネ

キトンボ. 【既知】浅海本谷 (鵜飼 1986). 【既
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知】小野町 (鵜飼 1986). 小山田 (成虫, 2009.9.6, 

高橋士朗). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】

上高野町 (楠 2002b). 【既知】北梅本町 (楠 

2002b). 窪野町 (成虫, 2010.9.4, 小川次郎). 【既

知】久万ノ台  (矢野  1961). 興居島  (1♂, 

2005.6.26, 武智礼央 ). 【EUM】五明  (1♀, 

1984.9.12, 笹川 清). 【既知】下伊台町 (楠 

2002b). 宿野町 (成虫 , 2005.9.30, 武智礼央). 

【EUM】末町 (幼虫, 2005.6.6, 久松・武智). 【既

知】杉立 (鵜飼 1986). 菅沢町 (幼虫, 2011.7.3, 

菅谷). 【既知】太山寺 (楠 1990). 高縄山 (2♂, 

1998.8.28, 久松定成). 【既知】鷹子町 (鵜飼 

1986). 【既知】高浜町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 

立岩米之野 (成虫, 2005.10.18, 高橋士朗). 【既知】

谷町 (楠 2002b). 【既知】津吉町 (楠 1990). 【既

知】中島  (鵜飼  1986). 西野町  (羽化殻 , 

2008.6.21, 武智礼央). 【既知】畑寺 (楠 1990). 

畑寺町 (成虫, 2006.10.14, 久松定智). 【既知】日

浦 (鵜飼 1986). 【既知】東方町 (楠 1990). 

【EUM】東野 (1♂, 1987.11.5, 宇都宮靖博). 【既

知】姫原 (鵜飼 1986; 楠 1990). 【既知】平井

町 (楠 2002b). 福見川 (1♀, 1986.8.29, 久松定

成). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 南久米町 (成

虫, 2002.10.30, 武智礼央). 【既知】実川 (鵜飼 

1986).  

77. Sympetrum croceolum Selys, 1883 キトンボ. 【既

知】市之井出  (鵜飼  1986). 荏原町  (成虫 , 

2010.12.1, 久松定智). 小川 (1♂, 1997.10.9, 菅 

晃). 【既知】【EPSM】小野町 (鵜飼 1986). 【既

知】【EPSM】片地 (鵜飼 1986). 【既知】上駄馬 

(鵜飼 1986). 【既知】北梅本町 (楠 2002b). 食

場町 (成虫, 2010.12.4, 久松定智). 【既知】下伊

台町  (楠  2002b). 【EUM】浄瑠璃町  (1♂, 

2000.10.24, 菅  晃 ). 【 EPSM】杉立  (1♂, 

1976.8.26, 楠 博幸). 【既知】高野町 (楠 2002b). 

【既知】津吉町 (鵜飼 1986). 【EUM】畑寺町 (羽

化殻, 2006.6.19, 武智礼央). 【既知】東方町 (楠 

1990). 【既知】東野 (楠 1990). 【既知】平井町 

(楠 1990). 溝辺町 (成虫, 2003.10.16, 武智礼央). 

【既知】太山寺町 (鵜飼 1986; 楠 2002b). 【既

知】鷹子町 (楠 1990). 【既知】谷町 (楠 2002b). 

【既知】津吉町 (楠 1990). 南久米町 (羽化殻, 

2011.6.29, 武智礼央). 【既知】南梅本町 (鵜飼 

1986). 

78. Sympetrum uniforme Selys, 1883 オオキトン

ボ. 【既知】 荏原町 (成虫, 2010.10.7, 久松定智). 

【既知】小野 (楠 1990). 【既知】片地 (鵜飼 

1986). 【既知】上駄馬 (鵜飼 1986). 【既知】北

梅本町 (鵜飼 1986). 【既知】食場町 (楠 2002b). 

【EPSM】志津川町 (1♂, 1979.10.8, 楠 博幸). 

【既知】下伊台町 (楠 2002b). 浄瑠璃町 (成虫, 

2010.10.7, 久松定智). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】鷹子町 (楠 2002b). 【既知】谷

町 (楠 2002b). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既

知】長井方 (鵜飼 1986). 【既知】萩尾 (鵜飼 

1986). 畑寺町 (成虫, 2010.10.3, 久松定智). 【既

知】日浦 (鵜飼 1986). 【既知】東石井町 (楠・

桑田 1979). 【既知】東方町 (楠 2002b). 【既知】

東野 (楠 1990). 【既知】姫原 (楠 1990). 【既

知】平井町 (楠 1990). 【既知】平田町 (楠 1990). 

【EPSM】勝岡 (成虫, 1992.10.2, 菅 晃). 【既

知】【EPSM】堀江町 (鵜飼 1986). 【EUM】溝

辺町 (1♂, 1987.10.21, 宇都宮靖博). 【既知】南

梅本町 (鵜飼 1986). 南久米町 (幼虫, 2011.6.30, 

武智礼央). 【既知】森松町 (鵜飼 1986). 【既知】

吉藤 (楠 1990). 【既知】味栗 (鵜飼 1986).  

79. Pseudothemis zonata Burmeister, 1839 コシアキ

トンボ.  朝日ヶ丘 (成虫, 2004.5.22, 武智礼央). 

【既知】石手 (楠 1990). 【EUM】伊台 (1♂, 

1989.7.12, 有馬拓洋). 祝谷東町 (成虫, 2007.6.10, 

久松定智). 院内 (成虫, 2010.7.5, 久松定智). 恵

原町 (幼虫, 2011.5.21, 武智礼央). 【既知】大谷 

(鵜飼 1986). 【既知】小川 (鵜飼 1986). 【既知】

片地 (鵜飼 1986). 片山 (成虫, 2010.7.18, 久松

定智). 【既知】上重信橋 重信川 (国交省 1998). 

【既知】上高野町 (楠 2002b). 上難波 (成虫, 

2009.6.28, 高橋士朗). 【既知】鴨之池 (鵜飼 

1986). 【既知】北梅本 (楠・桑田 1979). 河野別

府 (成虫, 2010.7.18, 久松定智). 【既知】【EPSM】

興居島 (楠・桑田 1979). 【EPSM】五明 (1♂, 

1985.8.6, 鵜飼貞行). 【既知】潮見 (楠 1990). 

【EUM】食場町 (1♀, 1989.6.11, ?). 【既知】下

伊台町 (楠 2002b). 【既知】宿野々 (楠・桑田 

1979). 末町 (1♂, 1988.8.14, 久松定成). 【既知】

【EPSM】杉立 (楠・桑田 1979). 【既知】苞木 (鵜

飼 1986). 総合公園 (成虫, 2006.7.10, 高橋士朗). 

【既知】【EPSM】太山寺町 (楠・桑田 1979). 【既

知】鷹子町 (楠 2002b). 高浜町 (成虫, 2010.7.10, 

久松定智). 【既知】谷町 (楠 2002b). 【既知】

【EUM】樽味 (楠 2002b). 常竹 (成虫, 2010.7.24, 

久松定智). 【既知】津吉町 (楠 2002b). 【既知】

道後 (楠 1990). 【既知】友国 (鵜飼 1986). 

【EPSM】長井方 (成虫, 1994.8.15, 山岡). 【既

知】中島 (鵜飼 1986). 西野町 (成虫, 2007.6.8, 

久松定智). 萩原 (成虫, 2006.6.12, 高橋士朗). 

【既知】畑寺  (楠  1990). 畑寺町  (羽化殻 , 

2005.5.26, 武智礼央). 【既知】【EPSM】東方町 

(楠・桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】東野 

(楠・桑田 1979). 【既知】東山町 (楠 2002b). 【既

知】【EPSM】姫原 (楠・桑田 1979). 【既知】平

井町 (楠 1990). 【既知】平田町 (楠 1990). 福

角町 (成虫, 2011.9.28, 久松定智). 【既知】船ケ
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谷町 (楠・桑田 1979). 【既知】堀江町 (楠 1990). 

本谷 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既知】松ノ

木 (鵜飼 1986). 城山 (成虫, 2008.8.3, 松田久

司). 【既知】南梅本 (鵜飼 1986). 【既知】実川 

(鵜飼 1986). 【既知】睦月島 (武智・楠 1959). 

【既知】森松町 (国交省 1998). 【既知】山越 

(楠・桑田 1979). 由利島 (1♂, 2011.7.31, 小川次

郎). 【既知】吉藤 (楠 1990).  

80. Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 チョウトン

ボ. 朝日ヶ丘 (1♂, 2007.9.28, 山本栄治). 上難波 

(成虫, 2009.6.28, 高橋士朗). 【既知】北久米 (楠 

2002b). 【既知】北梅本 (楠・桑田 1979). 【既

知】衣山 (楠・桑田 1979). 【既知】久万ノ台 

(楠・桑田 1979). 【既知】重信川河口 (国交省 

1993). 善応寺 (成虫, 2010.7.24, 久松定智). 総

合公園 (成虫, 2006.7.10, 高橋士朗). 【既知】太

山寺町 (楠・桑田 1979; 鵜飼 1986). 【既知】

大尺寺 (鵜飼 1986). 【既知】高縄山 (楠・桑田 

1979). 【既知】【EUM】鷹子町 (楠 2002b). 【既

知】谷町 (楠 2002b). 【既知】【EUM】樽味 (楠・

桑田 1979). 【既知】【EUM】津吉町 (楠 2002b). 

【既知】道後 (楠・桑田 1979). 【既知】友国 (鵜

飼 1986). 【EUM】西野町 (羽化殻, 2009.6.14, 武

智礼央). 萩原 (成虫, 2006.7.11, 高橋士朗). 畑寺

町 (成虫, 2003.6.19, 武智礼央). 八反地 (羽化殻, 

2009.6.21, 武智礼央). 【既知】東野 (楠 2002b). 

【既知】東山町 (楠 2002b). 【既知】姫原 (楠 

1990; 鵜飼 1986). 平井町 (1♀, 1989.8.19, 久松

定成). 【既知】船ケ谷町 (楠・桑田 1979). 【既

知】堀江町 (鵜飼 1986). 【既知】南梅本町 (鵜

飼 1986). 【EUM】南久米町 (1♂, 1989.7.29, 有

馬拓洋). 【既知】山西 (楠・桑田 1979). 【既知】

吉藤 (楠・桑田 1979; 鵜飼 1986).  

81. Tramea virginia (Rambur, 1842) ハネビロトン

ボ. 【既知】片地 (楠 2002b). 上難波 (成虫, 

2009.10.28, 高橋士朗). 北梅本 (成虫, 2010.10.12, 

久松定智). 興居島 (1♂, 2010.9.17, 武智礼央). 

【EUM】末町 (1♀, 2005.10.10, 武智礼央). 善応

寺 (成虫, 2011.10.1, 久松定智). 【OMM】鷹子町 

(1♀, 1984.6.1, 楠 博幸). 【EUM】西野町 (1♀, 

2007.7.21, 小川次郎). 平井町 (成虫, 2004.10.12, 

武智礼央). 南久米町 (1♂, 2005.8.27, 武智礼央). 

【EUM】南斎院町 (1♂, 2007.9.23, 韓 昌道). 窪

野町 (成虫, 2010.9.4, 小川次郎).  

82. Pantala flavescens (Fabricius, 1798) ウスバキト

ンボ. 【既知】石手 (楠・桑田 1979). 【既知】

市坪橋 重信川 (国交省 1993). 祝谷東町 (成

虫, 2007.6.10, 久松定智). 奥道後 (1♂, 1988.8.27, 

久松定成). 【EUM】鹿島 (1♂, 1979.9.3, 笹川 

清). 【既知】片地 (鵜飼 1986). 【既知】上重信

橋 重信川 (国交省 1998). 【既知】上難波 (鵜

飼 1986). 河中町 (幼虫, 2011.10.8, 久松定智). 

【既知】北梅本 (楠 2002b). 窪野町 (成虫, 

2010.9.4, 小川次郎). 【既知】【EPSM】久万ノ台 

(楠・桑田 1979). 久米町 (成虫, 2004.6.27, 武智

礼央). 興居島  (成虫 , 2004.7.27, 武智礼央). 

【EUM】米野町 (2♂, 1979.8.13, 笹川 清). 

【EUM】三町 (1♀, 1987.8.14, 宇都宮靖博). 【既

知】潮見 (楠 1990). 【既知】食場町 (楠 2002b). 

【既知】重信川河口 (国交省 1998). 【既知】

【EPSM】宿野  々 (楠・桑田 1979). 【EUM】浄

瑠璃町 (1♂, 2000.10.24, 菅 晃). 末町 (成虫, 

2005.5.20, 武智礼央). 【既知】杉立町 (楠 2002b). 

総合公園 (成虫, 2008.8.2, 松田久司). 【既知】太

山寺町 (楠・桑田 1979). 【既知】【EPSM】大尺

寺 (鵜飼 1986). 【既知】【EPSM】高縄山 (楠・

桑田 1979; 鵜飼貞行 1986). 【既知】鷹子町 (楠 

2002b). 樽味 (成虫, 2011.8.29, 武智礼央). 常竹 

(成虫, 2010.7.24, 久松定智). 【既知】津吉町 (楠 

1990). 【既知】出合大橋 重信川 (国交省 2004). 

【既知】中島 (鵜飼 1986). 中通 (成虫, 2010.7.5, 

久松定智). 【既知】中野 (楠 1990). 西野町 (成

虫, 2010.10.7, 久松定智). 【既知】【EUM】怒和

島 (楠・武智 1958; 矢野 1961; 楠・桑田 1979; 

鵜飼 1986). 【既知】畑寺 (楠 1990). 畑寺町 (成

虫, 2002.6.17, 武智礼央). 【既知】東石井 (楠・

桑田 1979). 【既知】東方町 (楠 1990). 【既知】

東野 (楠 2002b). 【既知】姫原 (鵜飼 1986; 楠 

1990). 【既知】平井町 (鵜飼 1986). 【既知】平

田町 (楠 1990). 福住町 (1♂, 1992.7.22, 久松定

成). 福見川 (1♂, 1986.8.29, 久松定成). 文京町 

(成虫 , 2011.8.6, 千田喜博 ). 本谷  (成虫 , 

2010.7.24, 久松定智). 松ノ木 (成虫, 2010.7.10, 

久松定智). 城山 (成虫, 2011.09.04, 松田久司) 

【既知】溝辺町 (楠 1990). 南久米町 (成虫, 

2003.7.11, 武智礼央). 【既知】睦月島 (楠・武智 

1959; 楠・桑田 1979; 鵜飼 1986). 【既知】森松 

重信川 (国交省 1993). 山越 (成虫, 2004.5.1, 武

智礼央). 由利島 (成虫, 2011.7.31, 武智礼央). 

【既知】吉藤 (楠 2002b). 【既知】老僧 (鵜飼 

1986).  
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