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A list of insect specimens collected by Hiroshi Sumida

Hiroshi Tanaka

Abstract

Hiroshi Sumida collected insects mainly on butterflies for about sixty. Specimens 
of this taxa of about 2,300 collected by him are stored up in the Yamaguchi 
prefectural Yamaguchi Museum. Of that number, author publish a list of about 2,000 
identifed by him. 
Key words; Hiroshi Sumida, insect collection, list, Yamaguchi prefecture, 
Shimonoseki city

１　はじめに

　住田紘（すみだひろし）博士（1942-2013）は山口県に生まれ、関西の大学院で経済学の博
士の学位を取得され後、下関市の東亜大学で教鞭をとられ、東亜大学の名誉教授であった。昆
虫採集は小学校時代から始められ、大学までと、一時中断されたが1970年代後半より下関市や
山口県内を中心に、また、西南諸島や九州、関西・信州・関東まで広く採集・調査や観察を続
けられた。これらの成果は、「下関のチョウと環境問題」としてまとめられ、下関昆虫同好
会誌や同志社大学生物同好会誌、山口むしの会誌に記録を発表されている（住田2006;　住田
2009;　住田2010）。　
　山口県立山口博物館には、住田が収集した約2,300点の昆虫類標本〔住田紘昆虫コレクショ
ン〕が2014年に寄贈され、収蔵されている。本稿では、このうち約2,000点の収集データにつ
いて、標本目録として報告する。

２　整理方法

　住田紘昆虫コレクションには、住田による同定済みの標本、未同定の標本からなるが、未

１）山口県立山口博物館動物担当　〒753-0073　山口県山口市春日町8-2
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同定分は田中が同定を行い、採集データを掲載した。種の配列は、チョウ目については白水
（2006）、トンボ目については尾園他（2013）、コウチュウ目コガネムシ上科については岡島他
（2012）、その他の昆虫については、槐他（2013）に従った。
　目録の作成にあたっては、採集地は、採集当時の市町村名を記載し、種ごとに採集地名、個
体数（ 1 個体は省略し、2 個体以上を記載）、採集年月日、採集者を記述した。採集年月日は、
採集年、採集月、採集日の順に並べた。飼育された昆虫については、採集地は採卵・採幼虫地
を記載し、飼育の場合は（飼育）を付記し、採集年月日に羽化日を記載した。

標本目録
チョウ目　Lepidoptera
アゲハチョウ科　Papilionidae
ギフチョウ Luehdorfia japonica Leech, 1889
長野県白川村馬狩（飼育） 19860311 住田　紘
長野県白馬村みそらの（飼育） 19860321 住田　紘
岐阜県白川町佐見 19880103 中尾
岐阜県揖斐川町谷汲山 19770328 住田　紘
岐阜県揖斐川町谷汲山 2exs. 19800405 住田　紘
岐阜県揖斐川町谷汲山 19800406 住田　紘
岐阜市白川町佐見 3exs. 19880103 中尾
山口県（飼育） 19820402 住田　紘
山口県むつみ村（飼育） 19870324 住田　紘
山口県阿東町蔵目喜銅 2exs. 19870326 住田　紘
山口県阿東町蔵目喜銅 2exs. 19870329 住田　紘
山口県周東町高森（飼育） 19810325 住田　紘
山口県周東町高森（飼育） 19820329 住田　紘
山口県周東町高森（飼育） 19860320 住田　紘
山口県周東町高森（飼育） 19860325 住田　紘
山口県周東町高森（飼育） 19860409 住田　紘
山口県下松市 19860320 中村
山口県下松市 19860323 中村
山口県下松市 19860329 中村
山口県下松市 19860330 中村
山口県下松市（飼育） 2exs. 19870321 住田　紘
山口県周東町竹田（飼育） 19810327 住田　紘
新潟県糸井川市小滝 19780502 住田　紘
新潟県糸井川市小滝 19790626 住田　紘
鳥取県鳥取市矢矯 19880427 住田　紘
島根県大田市大代町大江高山760 19920408 S-MISHIMA
ヒメギフチョウ Luehdorfia puziloi （Erschoff, 1872）
北海道旭川市　 1979 住田　紘
長野県松本市藤井谷（飼育） 19850227 住田　紘
長野県飯山市南菩寺（飼育） 19860219 住田　紘
ウスバアゲハ Parnassius citrinarius Motschulsky, 1866
山口県錦町宇佐常国　 10exs. 19790520 住田　紘
広島県芸北町 4exs. 19810503 住田　紘
ジャコウアゲハ Byasa alcinous （Klug, 1836）
山口県豊田町大河内 7exs. 19790503 住田　紘
山口県大島町源明峠 20050717 住田　紘
ベニモンアゲハ Pachliopta aristolochiae （Linnaeus, 1758）
沖縄県西表島浦内 19791029 住田　紘

アオスジアゲハ Graphium sarpedon （Linnaeus, 1758）
山口県下関市火の山 19790513 住田　紘
山口県下関市火の山 2exs. 19800728 住田　紘
山口県下関市内日 19800505 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850512 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19860518 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860825 住田　紘
山口県 19800529 住田　紘
ミカドアゲハ Graphium doson （C.& R. Felder, 1864）
山口県大津郡油谷町 19770425 住田　紘
山口県下関市　 19780718 住田　紘
山口県下関市　 19800528 住田　紘
山口県下関市　 3exs. 19810525 住田　紘
山口県下関市　 19810601 住田　紘
山口県下関市（飼育） 19810619 住田　紘
山口県下関市　　 2exs. 19820514 住田　紘
山口県下関市　 　 2exs. 19820516 住田　紘
山口県下関市（飼育） 19820526 住田　紘
山口県下関市　 19820601 住田　紘
山口県下関市　 19820605 住田　紘
山口県下関市　 19820609 住田　紘
山口県下関市（飼育） 19820627 住田　紘
山口県下関市　 19820709 住田　紘
山口県下関市　 19820710 住田　紘
山口県下関市（飼育） 19840516 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19780522 住田　紘
山口県下関市楠乃 19790724 住田　紘
山口県下関市楠乃 19800516 住田　紘
山口県下関市楠乃 19800520 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800711 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800712 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19830508 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850509 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830510 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850513 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19830514 住田　紘
山口県下関市丸山町 3exs. 19830520 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19830602 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19840518 住田　紘
山口県下関市丸山町 19840520 住田　紘
山口県下関市丸山町 19840531 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850507 住田　紘
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山口県下関市丸山町 2exs. 19850516 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850714 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850716 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850806 住田　紘
山口県下関市丸山町 19860518 住田　紘
山口県下関市丸山町 19870607 住田　紘
山口県下関市丸山町 19870705 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880704 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880722 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880825 住田　紘
山口県下関市丸山町 19881008 住田　紘
山口県下関市丸山町 19890730 住田　紘
山口県下関市丸山町 19900621 住田　紘
山口県下関市丸山町 20060801 住田　紘
山口県下関市丸山町 20100512 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860825 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860831 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19860903 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19890827 住田　紘
山口県下関市丸山町3丁目 19840520 住田　紘
徳島県徳島市眉山 19770515 三木将義
徳島県海部郡牟岐町 3exs. 19770516 三木将義
アゲハ Papilio xuthus Linnaeus, 1767
山口県下関市火の山 19570410 住田　紘
山口県下関市火の山 2exs. 19790513 住田　紘
山口県下関市長府 19800429 住田　紘
山口県下関市丸山町 19790715 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800508 住田　紘
山口県下関市丸山町 19860516 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880925 住田　紘
山口県下関市丸山町 20090501 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19800415 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860820 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19880725 住田　紘
キアゲハ Papilio machaon Linnaeus, 1758
山口県下関市華山 20050717 住田　紘
山口県下関市華山 20050722 住田　紘
山口県下関市崋山 20090608 住田　紘
山口県下関市青山 19800503 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19870915 住田　紘
山口県下関市吉見竜王山 19860401 住田　紘
山口県下関市吉見竜王山 19860413 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800503 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19800504 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850712 住田　紘
山口県下関市丸山町 20070920 住田　紘
徳島県徳島市吉野川大橋近く 19760419 三木将義
ナガサキアゲハ Papilio memnon Linnaeus, 1758
山口県下関市　 19760712 住田　紘
山口県下関市　 19820709 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850710 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20090501 住田　紘

山口県下関市 19820610 住田　紘
山口県下関市内日 19780507 住田　紘
鹿野島県奄美大島瀬戸内町 19800728 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町 2exs. 19800731 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町節子 19800711 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町節子 19800819 住田　紘
モンキアゲハ Papilio helenus Linnaeus, 1758
山口県下関市青山 19820505 住田　紘
山口県下関市丸山町 19860914 住田　紘
山口県下関市丸山町 20100512 住田　紘
山口県下関市内日 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19780624 住田　紘
山口県下関市内日 19860525 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
クロアゲハ Papilio protenor Cramer, 1775
山口県下関市青山 19810505 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19860914 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19870915 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 20070428 住田　紘
山口県下関市内日 19790510 住田　紘
山口県下関市内日 19790630 住田　紘
山口県下関市内日 19860525 住田　紘
広島県芸北町臥龍山 19790903 住田　紘
オナガアゲハ Papilio macilentus Janson,1877
山口県下関市内日 19860525 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19820606 住田　紘
カラスアゲハ Papilio dehaanii C. & R. Felder, 1864
山口県下関市内日 2exs. 19770812 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19780514 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19780522 住田　紘
山口県下関市内日 19780814 住田　紘
山口県下関市内日 19790730 住田　紘
山口県下関市内日 19790805 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19800505 住田　紘
山口県下関市内日 19800517 住田　紘
山口県下関市内日 4exs. 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19810510 住田　紘
山口県下関市内日 19860525 住田　紘
山口県下関市内日 19860713 住田　紘
山口県下関市内日 19970812 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県下関市楠乃 19800527 住田　紘
山口県下関市竜王山 19870504 住田　紘
山口県下関市後田 19540610 住田　紘
山口県下関市東部 2exs. 19800720 住田　紘
山口県下関市火の山 19540616 住田　紘
山口県下関市火の山 2exs. 19790513 住田　紘
山口県下関市火の山 19800802 住田　紘
山口県下関市火の山 20130505 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 2exs. 20060701 住田　紘
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山口県下関市青山 2exs. 19720821 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19800503 住田　紘
山口県下関市青山 19800512 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県下関市青山頂上 19830503 住田　紘
山口県豊田町一ノ瀬 3exs. 19800518 住田　紘
山口県防府市船谷 19550513 住田　紘
山口県防府市船谷 19790803 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19870509 住田　紘
島根県柿木村 2exs. 19550516 住田　紘
熊本県菊池市菊池渓谷 19860729 住田　紘
長崎県対馬（飼育） 19800903 住田　紘
長崎県対馬（飼育） 19800905 住田　紘
長崎県対馬（飼育） 4exs. 19810502 住田　紘
ヤエヤマカラスアゲハ Papilio bianor Cramer, 1778
沖縄県石垣バンナ（飼育） 3exs. 198507-- 住田　紘
ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii Ménétriès, 1858
山口県下関市吉母 19640808 住田　紘
山口県下関市竜王山 2exs. 19870504 住田　紘
山口県下関市火の山 19790513 住田　紘
山口県下関市吉見 19990729 住田　紘
山口県下関市青山 19770821 住田　紘
山口県下関市青山 3exs. 19800503 住田　紘
山口県下関市青山 5exs. 19800512 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県下関市内日 19770812 住田　紘
山口県下関市内日 19780510 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19790805 住田　紘
山口県下関市内日 6exs. 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 19800713 住田　紘
山口県下関市内日 19810510 住田　紘
山口県下関市内日 19810516 住田　紘
山口県下関市内日 19840512 住田　紘
山口県下関市内日 19850513 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山 196105-- 佐久間
長崎県対馬鶏知 19800409 住田　紘
シロチョウ科　Pieridae
ツマキチョウ Anthocharis scolymus Butler, 1866
山口県下関市綾羅木 住田　紘
山口県下関市井田 2exs. 19830429 住田　紘
山口県下関市井田 2exs. 19860420 住田　紘
山口県下関市小野 5exs. 19820425 住田　紘
山口県下関市青山 19800503 住田　紘
山口県下関市長府 4exs. 19800429 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19790422 住田　紘
山口県下関市内日 19800419 住田　紘
山口県下関市内日 19800517 住田　紘
山口県下関市内日 19820425 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850421 住田　紘
山口県下関市竜王山 19870504 住田　紘
山口県下関市菊川町中山渓 20050508 住田　紘

クモマツマキチョウ Anthocharis cardamines （Linnaeus, 1758）
長野県山谷村雨錦山（飼育） 19860302 住田　紘
長野県山谷村雨錦山（飼育） 2exs. 19860320 住田　紘
ツマベニチョウ Hebomoia glaucippe （Linnaeus, 1758）
沖縄県与那国島ティンダバナ 19790902 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町 3exs. 19800731 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町節子 19800731 住田　紘
鹿児島県指宿市観音崎 4exs. 19861011 住田　紘
沖縄県名護市 19800731 住田　紘
ナミエシロチョウ Appias paulina （Cramer, 1777）
鹿児島県奄美大島瀬戸内町節子（飼育） 19800817 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸内町節子（飼育） 19800819 住田　紘
モンシロチョウ Pieris rapae （Linnaeus, 1758）
山口県下関市 19780320 住田　紘
山口県下関市 19780329 住田　紘
山口県下関市 19790308 住田　紘
山口県下関市 19820704 住田　紘
山口県下関市 19830429 住田　紘
山口県下関市井田 19800919 住田　紘
山口県下関市井田 2exs. 19860420 住田　紘
山口県下関市井田 19890902 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19820704 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19860328 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830605 住田　紘
山口県下関市丸山町 20051115 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860828 住田　紘
山口県下関市吉見 6exs. 19790318 住田　紘
山口県下関市吉見 19790518 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19790422 住田　紘
山口県下関市内日 19800713 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市楠乃 19790328 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 2exs. 19811010 住田　紘
山口県豊田町華山 19800327 住田　紘
タイワンモンシロチョウ Pieris canidai （Sparrman, 1768）
長崎県対馬市 19800724 住田　紘
長崎県対馬市仁位 20020924 武次房江
ヤマトスジグロシロチョウ Pieris nesis （Fruhstorfer, 1909）
山口県下関市吉母 2exs. 19800327 住田　紘
山口県下関市吉母 19800330 住田　紘
山口県下関市吉母 2exs. 19800622 住田　紘
山口県下関市吉母 4exs. 19800824 住田　紘
山口県下関市吉母 3exs. 19800914 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
スジグロシロチョウ Pieris melete （Ménétriès, 1857）
山口県下関市井田 2exs. 19890228 住田　紘
山口県下関市井田 19890318 住田　紘
山口県下関市深坂 19870607 住田　紘
山口県下関市深坂 20060730 住田　紘
山口県下関市深坂 20080606 住田　紘
山口県下関市小野 4exs. 19820425 住田　紘
山口県下関市小野井田 19780520 住田　紘



−13−

住田紘昆虫コレクション標本目録第41号　2015〕

山口県下関市小野井田 2exs. 19881010 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県下関市長府向田 19820328 住田　紘
山口県下関市内日 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 19820328 住田　紘
山口県下関市内日 19850421 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県下関市楠乃 19780520 住田　紘
山口県下関市豊北町豊北峡 20060611 住田　紘
山口県川上村野戸呂 19800827 住田　紘
山梨県芦安村仙丈岳 19860727 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
ツマグロキチョウ Eurema laeta （Boisduval, 1836）
山口県下関市丸山町 3exs. 19781028 住田　紘
山口県下関市楠乃 3exs. 19790308 住田　紘
山口県徳地町 6exs. 19820729 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19860720 住田　紘
キタキチョウ Eurema mandarina （del'Orza, 1869）
山口県下関市井田 3exs. 19800419 住田　紘
山口県下関市井田 19870405 住田　紘
山口県下関市一位ヶ岳 20080719 住田　紘
山口県下関市深坂 2exs. 20060730 住田　紘
山口県下関市深坂 20060901 住田　紘
山口県下関市深坂 20070912 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19820704 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850915 住田　紘
山口県下関市丸山町 19860713 住田　紘
山口県下関市吉見竜王山 19860413 住田　紘
山口県下関市勝山 20060617 住田　紘
山口県下関市内日 19810929 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19840422 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県下関市楠乃 19790308 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19870915 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20050722 住田　紘
山口県下関市豊北町豊北峡 2exs. 20060611 住田　紘
山口県徳地町 19820606 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
ミヤマシロチョウ Aporia hippia （Bremer, 1861）
長野県南牧村八ッ岳 2exs. 19610707 住田　紘
エゾシロチョウ Aporia crataegi （Linnaeus, 1758）
飼育羽化 3exs. 19870605 住田　紘
飼育羽化 4exs. 19870606 住田　紘
ヤマキチョウ Gonepteryx rhamni （Linnaeus, 1758）
長野県開日村 19860808 住田　紘
長野県開日村 19860809 住田　紘
スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia （Ménétriès, 1858）
島根県津和野町青野山（飼育） 19810619 住田　紘
島根県匹見町（飼育） 3exs. 19850710 住田　紘

ミヤマモンキチョウ Colias palaeno （Linnaeus, 1761）
群馬県妻恋村白根山 4exs. 19860728 住田　紘
長野県小諸市浅間山 19630717 住田　紘
長野県小諸市西浅間水の塔山 19680726 住田　紘
モンキチョウ Colias erate （Esper, 1805）
山口県下関市深坂 19840303 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19840503 住田　紘
山口県下関市吉見 3exs. 19790318 住田　紘
山口県下関市内日 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19790422 住田　紘
山口県下関市内日 19860518 住田　紘
山口県下関市楠乃 1978---- 住田　紘
山口県下関市楠乃 197804-- 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 197805-- 住田　紘
山口県下関市楠乃 197904-- 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800914 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19880821 住田　紘
シジミチョウ科　Lycaenidae
ウラギンシジミ Curetis acuta Moore,1877
山口県下関市彦島老の山 19851020 住田　紘
山口県下関市火の山 19800728 住田　紘
山口県下関市内日 19790920 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20071013 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19790912 住田　紘
山口県川上村 19811025 住田　紘
ゴイシシジミ Taraka hamada （H. Druce, 1875）
山口県下関市井田 2exs. 19880918 住田　紘
山口県下関市丸山町 19821004 住田　紘
山口県下関市丸山町 20090612 住田　紘
山口県下関市丸山町 20090906 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19830720 住田　紘
山口県下関市長府 19790801 住田　紘
キマダラルリツバメ Spindasis takanosis （Matsumura, 1906）
京都府京都市左京区八瀬 19780618 住田　紘
京都府京都市左京区 19780625 住田　紘
福島県三島町志津倉 T-Kawase
ルーミスシジミ Panchala ganesa （Moore, 1858）
山口県阿東町長門峡 3exs. 20050806 住田　紘
山口県川上村 19811025 住田　紘
山口県川上村 7exs. 19811101 住田　紘
山口県川上村野戸呂 19540925 住田　紘
山口県川上村野戸呂 19791007 住田　紘
ムラサキシジミ Narathura japonica （Murray, 1875）
山口県下関市青山 19790618 住田　紘
山口県下関市長府 2exs. 19790731 住田　紘
山口県下関市長府 19800429 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850915 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20070715 住田　紘
山口県阿武郡川上村 2exs. 19811025 住田　紘
山口県阿武郡川上村 5exs. 19811101 住田　紘
ムラサキツバメ Narathura bazalus（Hewitson, 1862）
山口県下関市丸山町 19871008 住田　紘
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山口県下関市長府 3exs. 19790731 住田　紘
山口県下関市長府 4exs. 19790805 住田　紘
山口県下関市長府 20090913 住田　紘
ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri （Murray, 1873）
京都府京都市左京区宝ヶ池 196205-- 住田　紘
島根県浜田市（飼育） 19850513 住田　紘
島根県浜田市（飼育） 19850514 住田　紘
島根県浜田市（飼育） 19860509 住田　紘
熊本県阿蘇郡蘇陽町二瀬本 19980613 武次房江
大分県直入町 19860614 住田　紘
ムモンアカシジミ Shirozua jonasi （Janson, 1877）
福島県いわき市芝山 19870816 住田　紘
ウラキンシジミ Ussuriana stygiana （Butler, 1881）
大分県中津市刈又山 4exs. 20060605 武次房江
アカシジミ Japonica lutea lutea （Hewitson, 1865）
山口県下関市深坂水源地 20050610 住田　紘
山口県下関市長府 19810604 住田　紘
山口県徳地町 2exs. 19820606 住田　紘
京都府京都市左京区宝ヶ池 19620501 住田　紘
熊本県蘇陽町二瀬本 2exs. 19980613 武次房江
長崎県対馬市 20020520 武次房江
ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata （Hewitson, 1865）
山口県徳地町 19820606 住田　紘
京都府京都市左京区宝ヶ池 196205-- 住田　紘
広島県吉和村冠高原（飼育） 3exs. 19790614 住田　紘
広島県吉和村冠高原（飼育） 19790618 住田　紘
ミズイロオナガシジミ Antigius attilia （Bremer, 1861）
山口県下関市深坂 19820729 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19820704 住田　紘
山口県下関市吉田 19810607 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山 2exs. 19630621 住田　紘
京都府京都市左京区宝ヶ池 19620616 住田　紘
長崎県対馬上県鰐浦 19980531 武次房江
ウスイロオナガシジミ Antigius butleri （Fenton, 1882）
福島県下郷町甲子山 19600624 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
島根県浜田市（飼育） 19850517 住田　紘
オナガシジミ Araragi enthea enthea （Janson, 1877）
鳥取県日南町多里（飼育） 19860703 住田　紘
鳥取県日南町多里（飼育） 3exs. 19860706 住田　紘
鳥取県日南町多里（飼育） 19860707 住田　紘
鳥取県日南町多里（飼育） 19860708 住田　紘
鳥取県日南町多里（飼育） 19860710 住田　紘
ウラクロシジミ Iratsume orsedice （Butler, 1882）
滋賀県大津市比良山 19630714 住田　紘
滋賀県大津市比良山 19780702 住田　紘
島根県浜田市（飼育） 2exs. 19850519 住田　紘
フジミドリシジミ Sibataniozephyrus fujisanus （Matsumura, 1910）
福岡県太宰府市宝満山 19830618 住田　紘
ヒロオミジドリシジミ Favonius cognatus （Staudinger, 1982）
山口県徳地町長者ヶ原 4exs. 19790624 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 7exs. 19820606 住田　紘

山口県徳地町長者ヶ原 19830527 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19830530 住田　紘
ハヤシミドリシジミ Favonius ultramarinus （Fixsen, 1887）
京都府京都市左京区杉峠 19630714 住田　紘
大分県玖珠郡九重町 19780618 住田　紘
大分県玖珠郡九重町 19780719 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山 19590712 佐久間
福島県西郷村鶴生甲子山 19590720 佐久間
福島県西郷村鶴生甲子山 19590725 佐久間
福島県西郷村鶴生甲子山　 2exs. 19600720 佐久間
福島県西郷村鶴生甲子山 19600724 佐久間
福島県西郷村鶴生甲子山（飼育） 19780620 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山（飼育） 19780729 住田　紘
オオミドリシジミ Favonius orientalis （Murray, 1875）
神奈川県平塚市（飼育） 19800601 住田　紘
広島県吉和村冠高原 19790614 住田　紘
大分県九重町 19780707 住田　紘
クロミドリシジミ Favonius yuasai Shirôzu, 1947
熊本県阿蘇郡蘇陽町今村 19860521 住田　紘
熊本県蘇陽町今村 19870611 住田　紘
島根県鹿足郡六日市（飼育） 7exs. 住田　紘
ジュウザンミドリシジミ Favonius aurorinus （Oberthur, 1880）
福島県西郷村鶴生甲子山 19590619 住田　紘
群馬県高崎市椿名山 1960---- 住田　紘
広島県芸北町臥龍山 19840605 住田　紘
滋賀県大津市比良山 2exs. 19630714 住田　紘
大分県九重町 2exs. 19780707 住田　紘
ミドリシジミ Neozephyrus japonicus （Murray, 1875）
京都府京都市左京区宝ヶ池 2exs. 19630614 住田　紘
京都府京都市左京区宝ヶ池 19690605 住田　紘
大分県九重町（飼育） 2exs. 19780619 住田　紘
大分県九重町（飼育） 19810620 住田　紘
大分県九重町九重山（飼育） 19810610 住田　紘
大分県九重町九重山（飼育） 19810615 住田　紘
大分県九重町九重山（飼育） 2exs. 19810616 住田　紘
大分県九重町九重山（飼育） 2exs. 19810617 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 19790619 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 19790623 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 19850510 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 2exs. 19860702 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 19860706 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 2exs. 19860711 住田　紘
大分県九重町飯田高原（飼育） 19860715 住田　紘
アイノミドリシジミ Chrysozephyrus　brillantius （Staudinger, 1887）
栃木県日光市山王山（飼育） 2exs. 19860530 住田　紘
滋賀県大津市比良山 19620613 住田　紘
滋賀県大津市比良山 19630614 住田　紘
熊本県蘇陽町今村 19860525 住田　紘
広島県芸北町臥龍山 4exs. 19790721 M.MIZUMOTO
広島県芸北町臥龍山 19790722 M.MIZUMOTO
大分県玖珠郡九重町 19780707 住田　紘
大分県久住町九重山大船林道 19820707 住田　紘
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大分県久住町大船山（飼育） 19830522 住田　紘
メスアカミドリシジミ Chrysozephyrus smaragdinus （Bremer, 1861）
福島県磐梯町磐悌山 19630714 住田　紘
栃木県日光市山王山（飼育） 3exs. 19860530 住田　紘
栃木県日光市山王山（飼育） 19860604 住田　紘
ヒサマツミドリシジミ Chysozephyrus hisamatsusanus （Nagami & Ishiga, 1935）
山口県錦町寂地峡（飼育） 19850509 住田　紘
京都府京都市左京区杉峠 19630716 住田　紘
熊本県蘇陽町（飼育） 19830525 住田　紘
広島県芸北町（飼育） 19820523 住田　紘
キリシマミドリシジミ Chrysozephyrus ataxus （Westwood, 1851）
山口県旭村小木原（飼育） 2exs. 19850523 住田　紘
山口県旭村小木原（飼育） 19850524 住田　紘
山口県旭村小木原（飼育） 2exs. 19850525 住田　紘
山口県旭村小木原（飼育） 19850526 住田　紘
山口県旭村小木原（飼育） 19860603 住田　紘
山口県旭村小木原（飼育） 19860603 住田　紘
山口県川上村 19820620 住田　紘
山口県徳地町 19820523 住田　紘
神奈川県箱根町（飼育） 2exs. 19840608 住田　紘
神奈川県山北町丹沢 19850619 住田　紘
静岡県函南町（飼育） 2exs. 19850612 住田　紘
岐阜県（飼育） 19840606 住田　紘
福岡県豊前市犬ヶ岳（飼育） 2exs. 19860608 住田　紘
福岡県豊前市犬ヶ岳（飼育） 4exs. 19860610 住田　紘
福岡県豊前市犬ヶ岳（飼育） 19860620 住田　紘
福岡県北九州市小倉区福智山（飼育） 19760502 岡耿一郎
福岡県北九州市小倉区福智山（飼育） 19790614 住田　紘
福岡県北九州市小倉区福智山（飼育） 19790620 住田　紘
福岡県北九州市小倉区福智山（飼育） 19800606 住田　紘
鹿児島県屋久島小杉谷―花之江河中間点 19660724 山田隆廣
ミヤマカラスシジミ Strymonidia mera （Janson, 1877）
島根県匹見町 19790606 M.MIZUMOTO
福島県西郷村鶴生甲子山 19600618 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山（飼育） 19610624 佐久間
ベニモンカラスシジミ Strymonidia iyoni （Ota & Kusumoki, 1957）
岡山県（飼育） 19850510 住田　紘
岡山県（飼育） 19850512 住田　紘
広島県神石高原町帝釈峡（飼育） 19820515 住田　紘
コツバメ Callophrys ferrea （Butler, 1866）
山口県下関市深坂 2exs. 20060428 住田　紘  
山口県下関市深坂 2exs. 20070428 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19870405 住田　紘
山口県下関市大河内 19790503
山口県下関市長府 2exs. 19800429 住田　紘
山口県下関市長府 19820404 住田　紘
山口県下関市内日 19840422 住田　紘
山口県下関市竜王山 19870504 住田　紘
広島県戸河内町深入山 19790809 M.MIZUMOTO
トラフシジミ Lycaena phlaeas （Bremer, 1861）
山口県下関市小野 19830429 住田　紘
山口県下関市内日 19780514 住田　紘

山口県下関市内日 19850421 住田　紘
山口県下関市竜王山 19870504 住田　紘
鳥取県溝口町枡水原 19630629 住田　紘
ベニシジミ Lycaena phlaeas （Linnaeus, 1761）
山口県下関市楠乃 1978---- 住田　紘
山口県下関市 19790328 住田　紘
山口県下関市　 19820704 住田　紘
山口県下関市井田 19800419 住田　紘
山口県下関市火の山 19820912 住田　紘
山口県下関市深坂 19870621 住田　紘
山口県下関市深坂 20070912 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 20050610 住田　紘
山口県下関市丸山町日和山 20111229 住田　紘
山口県下関市吉田 19800622 住田　紘
山口県下関市勝山 20060702 住田　紘
山口県下関市楠乃 19780401 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19790401 住田　紘
山口県豊田町華山神上寺 19860429 住田　紘
クロシジミ Niphanda fusca （Bremer & Grey, 1852）
大分県九重町 19550809 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19770715 住田　紘
シルビアシジミ Zizina otis （Fabricius, 1787）
宮崎県（飼育） 19840625 住田　紘
佐賀県鎮西町 2exs. 20000906 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19840728 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20090509 住田　紘
山口県下関市内日 198005---- 住田　紘
ハマヤマトシジミ Zizeeria karsandra （Moore, 1865）
沖縄県糸満市南部戦跡 3exs. 19831007 住田　紘
ヤマトシジミ Zizeeria maha （Kollar, 1844）
山口県下関市火の山 4exs. 19820912 住田　紘
山口県下関市深坂 20050705 住田　紘
山口県下関市深坂 20060901 住田　紘
山口県下関市丸山町 19580826 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820905 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19821006 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850808 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19850915 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19840728 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19841104 住田　紘
山口県下関市勝山8合目 20070503 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19800505 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19780514 住田　紘
山口県下関市内日 19800914 住田　紘
山口県下関市内日 19860518 住田　紘
山口県下関市楠乃 197805-- 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 3exs. 19811010 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19851020 住田　紘
山口県防府市 2exs. 19800427 住田　紘
山口県防府市 19800827 住田　紘
山口県防府市 19810516 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸田町 2exs. 19800731 住田　紘
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タイワンツバメシジミ Everes lacturnus （Godart, 1824）
佐賀県東鎮西町 20000906 武次房江
鹿児島県指宿市観音崎 3exs. 19860914 住田　紘
ツバメシジミ Everes argiades （Pallas, 1711）
山口県下関市井田 19800419 住田　紘
山口県下関市吉田 19800622 住田　紘
山口県下関市吉母 19800327 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19770821 住田　紘
山口県下関市長府 2exs. 19800429 住田　紘
山口県下関市内日 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19800713 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19820627 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19780520 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19790912 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19860720 住田　紘
山口県豊田町華山 19860429 住田　紘
鹿児島県指宿市観音崎 2exs. 19860914 住田　紘
クロツバメシジミ Tongeia fischeri （Eversmann, 1843） 
山口県下関市吉母 6exs. 19800622 住田　紘
鹿児島県指宿市観音崎 2exs. 19860914 住田　紘
ツシマウラボシシジミ Pithecops fulgens Doherty, 1889
長崎県上対馬 19800724 住田　紘
ヤクシマルリシジミ Acytolepis puspa （Horsfield, 1828）
宮崎県清武町木原 19851125 住田　紘
宮崎県清武町木原 3exs. 19851203 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 20110604 住田　紘
山口県大島町源明峠　 3exs. 20050617 住田　紘
山口県大島町源明峠 4exs. 20050717 住田　紘
鹿児島県屋久島湯泊 19660728 住田　紘
サツマシジミ Udara  albocaerulea （Moore, 1879）
山口県下関市火の山頂上 19820727 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 19900728 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 20050715 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 20070608 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 20070617 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20090615 住田　紘
山口県下関市勝山城 20070609 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19800505 住田　紘
山口県下関市内日 19820727 住田　紘
ルリシジミ Celastrina argiolus （Linnaeus, 1758）
山口県下関市井田 19800419 住田　紘
山口県下関市井田 19830620 住田　紘
山口県下関市火の山 19800728 住田　紘
山口県下関市火の山 2exs. 19820912 住田　紘
山口県下関市深坂 19870621 住田　紘
山口県下関市深坂 3exs. 20050705 住田　紘
山口県下関市深坂 20060428 住田　紘
山口県下関市深坂 20060701 住田　紘
山口県下関市深坂 20060730 住田　紘
山口県下関市深坂 20070428 住田　紘

山口県下関市深坂 20070603 住田　紘
山口県下関市深坂 20070608 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 3exs. 19820328 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19830402 住田　紘
山口県下関市丸山町日和山 20090913 住田　紘
山口県下関市吉見 19790318 住田　紘
山口県下関市吉田 19800327 住田　紘
山口県下関市吉母 19790328 住田　紘
山口県下関市吉母 19800327 住田　紘
山口県下関市吉母 2exs. 19800330 住田　紘
山口県下関市源平山 20110425 住田　紘
山口県下関市勝山 20060609 住田　紘
山口県下関市勝山 5exs. 20080610 住田　紘
山口県下関市勝山城 2exs. 20070609 住田　紘
山口県下関市青山 19770821 住田　紘
山口県下関市青山 19800503 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19800505 住田　紘
山口県下関市青山 19800720 住田　紘
山口県下関市青山 19800726 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 19820328 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 2exs. 20110425 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 2exs. 20110604 住田　紘
山口県下関市長府 6exs. 19800429 住田　紘
山口県下関市長府 4exs. 19820404 住田　紘
山口県下関市長府 2exs. 19820905 住田　紘
山口県下関市内日 19780514 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19790422 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 19800914 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19840422 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850615 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 20070528 住田　紘
山口県下関市楠乃 3exs. 19780520 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19790308 住田　紘
山口県下関市楠乃 20exs. 19790328 住田　紘
山口県下関市楠乃 19790912 住田　紘
山口県下関市楠乃 2exs. 19800505 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19851020 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20050722 住田　紘
山口県下関市豊北町豊北峡 2exs. 20060611 住田　紘
山口県下関市竜王山 2exs. 19860401 住田　紘
山口県下関市竜王山 19860413 住田　紘
山口県下関市竜王山 2exs. 20060730 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県長門市俵山 19820817 住田　紘
山口県美東町秋吉台 6exs. 19800316 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 2exs. 19800802 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800914 住田　紘
山口県豊浦町川棚 3exs. 19830303 住田　紘
山口県豊浦町川棚牧場 3exs. 19830915 住田　紘
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山口県豊田町華山 2exs. 19800327 住田　紘
スギタニルリシジミ Celastrina sugitanii （Matsumura, 1919）
広島県芸北町臥龍山 19800503 T.SASAKI
広島県芸北町臥龍山 19800503 N.ISHIMOTO
九州 19840403 住田　紘
ウラナミシジミ Lampides boeticus （Linnaeus, 1767）
山口県下関市丸山町 19871006 住田　紘
山口県下関市後田町 20091004 住田　紘
山口県下関市楠乃 19790912 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 2exs. 19811010 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19851006 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19851020 住田　紘
ルリウラナミシジミ Jamides bochus （Stoll, 1782）
沖縄県西表島 2exs. 19791029 住田　紘
クロマダラソテツシジミ Chilades pandava （Horsfield, 1829）
山口県下関市丸山町 20090908 住田　紘
山口県下関市丸山町 20090929 住田　紘
山口県下関市丸山町 8exs. 20091003 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091006 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091012 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 20091013 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091020 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091021 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 20091025 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091030 住田　紘
山口県下関市丸山町 20111013 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 3exs. 20090929 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20091001 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20091003 住田　紘
山口県下関市丸山町日和山 4exs. 20090828 住田　紘
山口県下関市丸山町日和山 20090830 住田　紘
山口県下関市丸山町日和山 20091023 住田　紘
山口県下関市後田町 20091003 住田　紘
ヒメシジミ Plebejus argus （Linnaeus, 1758）
広島県芸北町 5exs. 19860601 住田　紘
広島県芸北町八幡高原 10exs. 19800630 M．MIZUMOTO
アサマシジミ Lycaeides subsolanus （Eversmann, 1851）
長野県上水内郡戸隠村（飼育） 5exs. 19811013 住田　紘
カラフトルリシジミ Vaciniina optilete （Knoch, 1781）
北海道 1979---- 丸山
北海道鹿追町然別展望山 19790723
北海道羅臼町羅臼岳 19770720
オオルリシジミ Shijimiaeoides divinus （Fixsen, 1887）
熊本県阿蘇山 2exs. 19820513 住田　紘
熊本県蘇陽町今村 19810517 住田　紘
熊本県蘇陽町今村 3exs. 19820523 住田　紘
ゴマシジミ Maculinea teleius （Bergsträsser, 1779）
長野県岡谷市 19760809 住田　紘
長野県開田村 3exs. 19860809 中尾
長野県開田村 2exs. 19860812 中尾
広島県戸河内町深入山 19790809 M.MIZUMOTO
広島県高野町新市 19870816 住田　紘

大分県九重町飯田高原 19760810 住田　紘
タテハチョウ科　Nymphalidae
テングチョウ Libythea lepita Moore, 1858
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800802 住田　紘
山口県下関市竜王山 19860401 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20090913 住田　紘
山口県下関市華山 20080704 住田　紘
山口県下関市深坂 19870607 住田　紘
山口県下関市深坂 20050610 住田　紘
山口県下関市深坂 20070617 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19870607 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 2exs. 20050610 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19790624 住田　紘
山口県徳地町 19860601 住田　紘
コヒョウモンモドキ Melitaea smnihuma Ménétriès, 1859
長野県南牧村八ッ岳 19630708 住田　紘
長野県開田村 19860719 住田　紘
ヒョウモンモドキ Melitaea scotosia Butler, 1878
長野県小諸市浅間山 19630706 住田　紘
ウスイロヒョウモンモドキ Melitaea protomedia Ménétriès, 1858
鳥取県溝口町枡水原 19630719 住田　紘
島根県大田市三瓶山 19820601 住田　紘
島根県大田市三瓶山 4exs. 19820701 住田　紘
サカハチチョウ Araschnia burejana Bremer, 1861
山口県川上村野戸呂 19800824 住田　紘
山口県川上村野戸呂 3exs. 19800827 住田　紘
山口県徳地町 19790828 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19820704 住田　紘
山口県豊田町華山 4exs. 19860429 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19770714 住田　紘
ヒメアカタテハ Cynthia cardui （Linnaeus, 1758）
山口県下関市吉見 19790318 住田　紘
山口県下関市青山 19800503 住田　紘
山口県下関市内日 19800914 住田　紘
アカタテハ Vanessa indica （Herbst,1794）
山口県下関市丸山町 19871220 住田　紘
山口県下関市丸山町 19881008 住田　紘
山口県下関市丸山町 19891014 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19880703 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 20030817 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19811010 住田　紘
山口県下関市豊田町一位ヶ岳 20080719 住田　紘
キタテハ Polygonia c-aureum （Linnaeus,1758）
山口県下関市火の山 19820912 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19810810 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850915 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860821 住田　紘
山口県下関市楠乃 19781102 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 2exs. 19851027 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 2exs. 19870915 住田　紘
山口県下関市竜王山 19860401 住田　紘
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シータテハ Polygonia c-album （Linnaeus,1758）
福島県西郷村鶴生甲子山 19630621 住田　紘
エルタテハ Nymphalis l-album （Esper, 1781）
長野県開田村 2exs. 19860723
長野県開田村 2exs. 19860809
ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas （Esper, 1902）
京都府京都市左京区八瀬 19560615 住田　紘
山口県下関市形山 4exs. 19850605 住田　紘
山口県下関市豊北町豊北峡 20060611 住田　紘
山口県徳地町 19820606 住田　紘
山口県防府市牟礼 2exs. 19770602 住田　紘
キベリタテハ Nymphalis antiopa （Linnaeus,1758）
栃木県日光市山王峠（飼育） 19820809 松井修二
コヒオドシ Aglais urticae （Linnaeus, 1758）
山梨県芦安村大仙丈沢（飼育） 2exs. 19860727 住田　紘
山梨県芦安村仙丈岳（飼育） 3exs. 19860802 住田　紘
長野県開田村 19860802 中尾
クジャクチョウ Inachis io （Linnaeus,1758） 
青森県 19560505 菊池
長野県開田村 3exs. 19860723 中尾
長野県開田村 19860723 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山 19600715 佐久間
北海道札幌市豊平峡 19830729 松井修二
ルリタテハ Kaniska canace （Linnaeus,1758）
山口県下関市丸山町 19831011 住田　紘
山口県下関市丸山町 3exs. 19841117 住田　紘
山口県下関市丸山町 20080728 住田　紘
山口県菊川町中山渓 2exs. 19880821 住田　紘
山口県豊田町崋山 19810802 住田　紘
タテハモドキ Junonia almana （Linnaeus,1758）
沖縄県石垣島（飼育） 19790511 椎原
鹿児島県沖永良部島和泊（飼育） 6exs. 198009-- 住田　紘
鹿児島県南大隅町佐田岬（飼育） 10exs. 198009-- 住田　紘
アオタテハモドキ Junonia almana （Linnaeus,1758）
沖縄県石垣島 19790511 住田　紘
鹿児島県種子島 4exs. 19850828 住田　紘
鹿児島県種子島 19851205 住田　紘
コノハチョウ Kallima inachus （Doyère, 1840）
沖縄県沖縄本島 2exs. 19800731 住田　紘
沖縄県沖縄本島 19890824 住田　紘
沖縄県沖縄本島伊豆味 2exs. 19790820 住田　紘
鹿児島県沖永良部島和泊 19860616 住田　紘
メスアカムラサキ Hypolimnas misippus （Linnaeus, 1764）
沖縄県沖縄本島名護市（飼育） 3exs. 19801119 住田　紘
沖縄県沖縄本島名護市（飼育） 19801120 住田　紘
沖縄県石垣島白保（飼育） 19850731 住田　紘
沖縄県石垣島白保（飼育） 19850729 住田　紘
沖縄県石垣島白保（飼育） 19850905 住田　紘
沖縄県石垣島白保（飼育） 2exs. 19860823 住田　紘
沖縄県波照間島（飼育） 19810415 住田　紘
リュウキュウムラサキ Hypolimnas bolina （Linnaeus, 1758）
沖縄県（飼育） 19850727 住田　紘

沖縄県沖縄本島伊豆味（飼育） 19790819 住田　紘
沖縄県沖縄本島知念半島（飼育） 19850802 住田　紘
沖縄県石垣島バンナ（飼育） 2exs. 19850801 住田　紘
沖縄県石垣島バンナ（飼育） 2exs. 19850803 住田　紘
沖縄県石垣島白保（飼育） 19850805 住田　紘
鹿児島県奄美大島（飼育） 19851013 住田　紘
鹿児島県奄美大島（飼育） 19851016 住田　紘
ヤエヤマムラサキ　Hypolimnas anomala （Wallace, 1869）
沖縄県西表島マーレー川（飼育） 2exs. 19790924 住田　紘
イシガケチョウ Cyrestis thyodamas Doyère, 1840
山口県下関市深坂 2exs. 19870607 住田　紘
山口県下関市深坂 19910628 住田　紘
山口県下関市深坂 20080711 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 20050610 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860709 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20121128 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19860613 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 19851013 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800823 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800914 住田　紘
山口県豊田町華山 20050722 住田　紘
愛媛県広見町成川渓谷 19790916 住田　紘
愛媛県広見町成川渓谷 19790917 住田　紘
ホソバヒョウモン Clossiana thore （Hübner, 1803-1804）
北海道旭川市 19620716 住田　紘
カラフトヒョウモン Clossiana iphigenia （Graeser, 1888）
北海道鷹栖町半面山 19600619 住田　紘
アサヒヒョウモンClossiana freiji （Thunberg, 1791）
北海道新町エホロカメットック山（飼育） 19811013 住田　紘
北海道新町エホロカメットック山（飼育） 19860609 住田　紘
コヒョウモン Brenthis ino （Rottemburg, 1775）
長野県安曇村上高地 19630719 住田　紘
ヒョウモンチョウ Brenthis daphne （Bergsträsser,1780）
長野県長野市 19610612 住田　紘
栃木県日光市清滝安良沢町 6exs. 19820620 住田　紘
ウラギンスジヒョウモンArgyronome laodice （Pallas, 1771）
長野県小諸市浅間山 19620704 住田　紘
オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana （Motschulsky, 1866）
山口県下関市井田 19861026 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19790624 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19980620 武次房江
長崎県対馬二位 19980531 武次房江
熊本県西原町俵山 20020614 州崎東海男
クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene C. & R. Felder, 1862
山口県川上村 19811025 住田　紘
山口県下関市井田 2exs. 19861026 住田　紘
山口県下関市小野 1978---- 住田　紘
鳥取県大山町大山 19630720 住田　紘
メスグロヒョウモン Damora sagana （Doubleday, 1847）
山口県下関市井田 19770525 住田　紘
山口県下関市井田 19880918 住田　紘
山口県下関市井田 2exs. 19881010 住田　紘
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山口県下関市深坂 2exs. 20080606 住田　紘
山口県下関市内日 1978---- 住田　紘
山口県下関市内日 19840604 住田　紘
山口県徳地町 19820606 住田　紘
滋賀県八日市 2exs. 19630616 小林
ミドリヒョウモン Argynnis paphia （Linnaeus, 1758）
山口県下関市深坂 4exs. 19870621 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19820704 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19800713 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 3exs. 20080704 住田　紘
山口県佐波郡徳地町 19820602 住田　紘
京都府京都市左京区宝ヶ池 19620517 住田　紘
鳥取県大山町大山 19560807 住田　紘
鳥取県大山町大山 2exs. 19630722 住田　紘
鳥取県大山町大山 19630723 住田　紘
長崎県対馬市二位（飼育） 20010502 住田　紘
長崎県対馬市二位（飼育） 20010511 住田　紘
長崎県対馬市二位（飼育） 20010512 住田　紘
長崎県対馬市二位（飼育） 2exs. 20010527 住田　紘
ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe （Denis & Schiffermüller, 1775）
山口県旭村旭岳 19570727 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20080627 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19790624 住田　紘
山口県美東町 19860706 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570827 住田　紘
鳥取県溝口町枡水原 19630618 住田　紘
福岡県北九州市平尾台 19861625 住田　紘
熊本県阿蘇山 19870614 住田　紘
熊本県蘇陽町二瀬本 19980531 武次房江
オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe （C. & R. Felder, 1862）
山口県秋芳町秋吉台 19871118 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 飼育 19871030 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台岩永 19870709 住田　紘
山口県美東町 19870702 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19850520 武次房江
山口県美東町秋吉台 19860622 住田　紘
山口県郡美東町秋吉台 19861705 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19871003 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19871008 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19871018 住田　紘
鳥取県溝口町枡水原 19630720 住田　紘
福岡県北九州市平尾台 19850529 住田　紘
福岡県北九州市平尾台 2exs. 19860612 住田　紘
福岡県北九州市平尾台 19860703 住田　紘
熊本県西原村俵山 20000701 洲崎東海雄
熊本県西原村俵山 20000729 洲崎東海雄
熊本県西原村俵山 20020702 洲崎東海雄
ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius （Linnaeus, 1763）
山口県下関市火の山 19630620 住田　紘
山口県下関市火の山 19630824 住田　紘
山口県下関市深坂 20070428 住田　紘
山口県下関市丸山町 19790818 住田　紘

山口県下関市丸山町 19821006 住田　紘
山口県下関市丸山町 19831010 住田　紘
山口県下関市丸山町 19850915 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19860713 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19880702 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20070806 住田　紘
山口県下関市青山 19800512 住田　紘
山口県下関市青山 19810505 住田　紘
山口県下関市内日 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19860829 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20080704 住田　紘
山口県菊川町中山渓 2exs. 20050508 住田　紘
山口県豊田町一ノ瀬 2exs. 19800518 住田　紘
鹿児島県屋久島湯泊 2exs. 19660728 住田　紘
スミナガシ Dichorragia nesimachus （Doyère, 1840）
山口県川上村野戸呂 19800824 住田　紘
山口県下関市楠乃 19820425 住田　紘
山口県下関市楠乃 19820510 住田　紘
鹿児島県屋久島湯泊 19660728 住田　紘
ヤエヤマイチモンジ Athyma selenophora （Kollar, 1844）
沖縄県西表島カンピラ（飼育） 19791001 住田　紘
鹿児島県石垣島荒川 19790310 住田　紘
鹿児島県石垣島荒川 19790311 住田　紘
シロミスジ Athyma perius （Linnaeus, 1758）
沖縄県与那国島 19790902 住田　紘
沖縄県与那国島宇良部岳 19790902 住田　紘
ミスジチョウ Neptis philyra Ménétriès, 1858
長野県木曽郡開田村 3exs. 19860719 中尾
オオミスジ Neptis alwina （Bremer & Grey, 1852）
長野県開田村 5exs. 19860719 中屋
福島県西郷村鶴生甲子山 19850620 佐久間
ホシミスジ Neptis pryeri Butler, 1871
山口県大島町源明峠 2exs. 20050717 住田　紘
大分県直入町追分 19860614 大長
フタスジチョウ Neptis rivularis （Scopoli, 1763）
山梨県芦安村仙丈岳 2exs. 19860802 住田　紘
新潟県湯之谷村奥兄見 19850616 住田　紘
栃木県日光市 3exs. 19870603 住田　紘
栃木県日光市 2exs. 19870604 住田　紘
福島県奥只見 19850616 住田　紘
北海道北見市 19600628 住田　紘
北海道音吏町長流枝 2exs. 19840627 大和
コミスジ Neptis sappho （Pallas, 1771）
山口県下関市内日 19800518 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19860601 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
山口県豊田町崋山 2exs. 19810803 住田　紘
山口県豊田町崋山 19860424 住田　紘
山口県川上村野戸呂 19800827 住田　紘
熊本県菊池市菊池渓谷 3exs. 19860629 住田　紘
鹿児島県沖永良部島国頭岬 19800729 住田　紘
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鹿児島県沖永良部島大山 19800729 住田　紘
リュウキュウミスジ Neptis hylas （Linnaeus, 1758）
鹿児島県沖永良部島国頭岬 19800729 住田　紘
鹿児島県沖永良部島大山 19800729 住田　紘
イチモンジチョウ Ladoga camilla （Linnaeus, 1758）
山口県下関市深坂 19870621 住田　紘
山口県下関市深坂 19900729 住田　紘
山口県川上村野戸呂 19900827 住田　紘
山口県菊川町中山渓 2exs. 19880821 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 2exs. 19820704 住田　紘
アサマイチモンジ Ladoga glorifica （Fruhstorfer, 1909）
山口県川上村野戸呂 19900827 住田　紘
フタオチョウ Polyura eudamippus （Doubleday, 1843）
沖縄県 19800703 住田　紘
ゴマダラチョウ Hestina japonica （C. & R. Felder, 1862）
山口県下関市 19800530 住田　紘
山口県下関市青山 3exs. 19770821 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810809 住田　紘
山口県下関市竜王山 20060730 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19800601 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19800604 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860601 住田　紘
山口県（飼育） 19800528 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 19800606 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19800707 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
アカボシゴマダラ Hestina assimikis （Linnaeus, 1758）
鹿児島県奄美大島名瀬市 19800726 住田　紘
コムラサキApatura metis Freyer, 1829
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
大分県直入町追分（飼育） 19870731 住田　紘
大分県直入町追分（飼育） 19870802 住田　紘
オオムラサキ Sasakia charonda （Hewitson, 1863）
山口県徳地町長者ヶ原（飼育） 19840618 住田　紘
山口県鹿野町（飼育） 19810706 住田　紘
山口県美東町秋吉台（飼育） 19810616 住田　紘
山口県美東町秋吉台（飼育） 19810705 住田　紘
北海道産（飼育） 19810616 住田　紘
福島県西郷村鶴生甲子山　　 2exs. 19610623 住田　紘
新潟県津川町麒麟山 19870710 住田　紘
東京都（飼育） 2exs. 19820607 住田　紘
東京都（飼育） 19820610 住田　紘
東京都（飼育） 2exs. 19820620 住田　紘
東京都（飼育） 19820621 住田　紘
東京都（飼育） 19820627 住田　紘
島根県津和野町 19870622 住田　紘
福岡県添田町英彦山 19810622 住田　紘
大分県日田（飼育） 19870625 住田　紘
ベニヒカゲ Erebia neriene （Böber, 1809）
長野県芦安村 5exs. 19860814 住田　紘
長野県安曇村上高地 19630414 住田　紘
長野県茅野市奥蓼科 19640819 中山和夫

クモマベニヒカゲ Erebia ligea （Linnaeus, 1758） 
北海道東利尻町鷲泊ルート 3exs. 19880727 小原洋一
群馬県妻恋村湯ノ丸牧場 19850811 住田　紘
長野県宮田村木曽駒ヶ岳 19990731 鈴木俊夫
長野県宮田村木曽駒ヶ岳 1991---- 鈴木俊夫
長野県福島町 2exs. 19850804 住田　紘
タカネヒカゲ Oeneis norna （Thunberg, 1791）
長野県白馬村 19620726 住田　紘
ダイセツタカネヒカゲ Oeneis melissa （Fabricius, 1775）
北海道　大雪 19620716 住田　紘
ヒメヒカゲ Coenonympha oedippus （Fabricius, 1787）
長野県岡谷市 3exs. 19870725 鈴木俊夫
長野県岡谷市 19900804 鈴木俊夫
長野県小黒郡丸子町 19890727 鈴木俊夫
島根県大田市三瓶山 19800717 M.MIZUMOTO
兵庫県加古川市来方町 住田　紘
兵庫県小野市下来住町 19610615 中山和夫
兵庫県小野市下来住町 2exs. 19860605 住田　紘
ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus Butler, 1866
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19800524 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19860803 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県下関市楠乃 19780524 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
ウラナミジャノメ Ypthima multistriata Butler, 1883
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 19820627 住田　紘
マサキウラナミジャノメ Ypthima masakii Ito, 1947
沖縄県西表島 2exs. 19781101 船津
コジャノメ Mycalesis francisca （Stoll, 1780）
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
山口県下関市火の山 19800728 住田　紘
山口県下関市吉見 19790428 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市内日 19860518 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19870915 住田　紘
山口県下関市華山 20080627 住田　紘
ヒメジャノメ Mycalesis gotama Moore, 1858
山口県下関市井田 19860525 住田　紘
ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia （Eversmann, 1851）
山梨県芦安村仙丈岳 2exs. 19860802 住田　紘
ジャノメチョウ Minois dryas （Scopoli, 1763）
山口県下関市一位ヶ岳 2exs. 20080719 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20090808 住田　紘
山口県徳地町 3exs. 19820729 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 2exs. 19860720 住田　紘
山口県豊田町華山 4exs. 19940812 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570817 住田　紘
ウスイロコノマチョウ Melanitis leda （Linnaeus, 1758）
山口県下関市長府 19810922 椎原
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クロコノマチョウ Melanitis phedima （Cramer, 1780）
山口県下関市伊倉 19800930 住田　紘
山口県下関市伊倉 19801026 住田　紘
山口県下関市深坂 19970504 住田　紘
山口県下関市深坂 20060428 住田　紘
山口県下関市長府 19791026 住田　紘
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20081018 住田　紘
山口県周東町竹田 19800405 住田　紘
愛媛県鬼北町成川渓谷 19790816 住田　紘
シロオビヒカゲ Lethe europa （Fabricius, 1775）
沖縄県西表島浦内 19981103 住田　紘
クロヒカゲ Lethe diana （Butler, 1866）
山口県下関市井田 19860525 住田　紘
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
山口県下関市丸山町 19840518 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19780527 住田　紘
山口県下関市内日 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 19800914 住田　紘
山口県下関市内日 19810923 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 19870915 住田　紘
ヒカゲチョウ Lethe sicelis （Hewitson, 1862）
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
山口県下関市丸山町 19870106 住田　紘
山口県下関市内日 19780520 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 20070528 住田　紘
山口県徳地町 19860601 住田　紘
クロヒカゲモドキ Lethe marginalis （Motschulsky, 1860）
鳥取県日野町 19760621 住田　紘
鳥取県日野町 19760721 住田　紘
サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii （Ménétriès, 1857）
山口県下関市火の山 19790516 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830520 住田　紘
山口県下関市丸山町 20071002 住田　紘
山口県下関市吉見竜王山 19870504 住田　紘
山口県下関市青山 3exs. 19800503 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県下関市内日 19800518 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 3exs. 19820516 住田　紘
山口県下関市竜王山 19870504 住田　紘
山口県徳地町 2exs. 19860601 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860601 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19870509 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica Butler, 1881
山口県徳地町 19860601 住田　紘
山口県美東町秋吉台 19870509 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
鹿児島県屋久島 19660428 住田　紘
オオゴマダラ Idea leuconoe Erichson, 1834
沖縄県西表島 19781102 船浦
沖縄県西表島 19781103 船浦

沖縄県与那国島 19790515 椎原
リュウキュウアサギマダラ Ideopsis similis （Linnaeus, 1758）
沖縄県石垣島 19790511 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸田町節子 19800810 住田　紘
アサギマダラ Parantica sita （Kollar, 1844）
山口県 197710-- 住田　紘
山口県下関市火の山 19810812 住田　紘
山口県下関市火の山 19851010 住田　紘
山口県下関市深坂峠 19880819 住田　紘
山口県下関市丸山町 20071013 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091021 住田　紘
山口県下関市丸山町 20091022 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20071104 住田　紘
山口県下関市深坂 20080701 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 20090524 住田　紘
山口県下関市壇ノ浦 20101011 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20081018 住田　紘
山口県下関市豊田町華山 20090608 住田　紘
カバマダラ Danaus chrysippus （Linnaeus, 1758）
鹿児島県奄美大島瀬戸内町 2exs. 19800731 住田　紘
スジグロカバマダラ Salatura genutia （Cramer, 1779）
沖縄県西表島 19781031 住田　紘
沖縄県石垣島 19790511 椎原
セセリチョウ科　Hesperiidae
アオバセセリ Choaspes benjaminii （Guérin-Ménéville, 1843）
山口県下関市 19780529 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 20100427 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20100413 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20100414 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20100427 住田　紘
オキナワビロウドセセリ Hasora chromus （Cramer, 1780）
沖縄県糸満市南部戦跡 2exs. 19831007 住田　紘
テツイロビロウドセセリ Hasora badra （Moore, 1859）　
沖縄県西表島白浜 19790919 住田　紘
沖縄県西表島白浜 19790921 住田　紘
ダイミョウセセリ Daimio tethys （Ménétriès, 1857）
山口県豊田町大河内 19790503 住田　紘
山口県豊北町 19790503 住田　紘
山口県下関市勝山 20060617 住田　紘
山口県下関市蒲生野深坂 20050610 住田　紘
山口県下関市青山 19800503 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19800518 住田　紘
山口県下関市内日 19860525 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860601 住田　紘
鳥取県西伯郡大山町大山 19570817 住田　紘
チャマダラセセリ Prygus macuolatus （Bremer & Grey,1852）
長野県木曽郡開田村 2exs. 19860512 中尾
ミヤマセセリ Erynnis montanus （Bremer, 1861）
山口県下関市竜王山 19860401 住田　紘
山口県下関市竜王山 19860413 住田　紘
山口県下関市竜王山 2exs. 19870504 住田　紘
広島県芸北町 19810531 住田　紘
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山口県下関市深坂水源地 19840503 住田　紘
ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor （Bremer & Grey, 1852）
山口県錦町宇佐常国 3exs. 19790520 住田　紘
山口県徳地町 2exs. 19820729 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 5exs. 19870509 住田　紘
ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder, 1862
山口県下関市長府 197908-- 椎原
山口県下関市彦島 2exs. 19800712 住田　紘
山口県下関市竜王山 20060730 住田　紘
山口県下関市内日 19800713 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
コチャバネセセリ Thoressa varia （Murray, 1875）
山口県下関市内日 19800518 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 19870509 住田　紘
山口県下関市青山 2exs. 19810505 住田　紘
山口県徳地町 3exs. 19820729 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860601 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19820606 住田　紘
大分県九重町飯田高原 2exs. 19860728 住田　紘
スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus （Butler, 1879）
山口県徳地町 19820729 住田　紘
ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochracea （Bremer, 1861） 
山口県下関市豊北町豊北峡 20060611 住田　紘
アサヒナキマダラセセリ Ochlodes asahinai Shirôzu, 1964
沖縄県石垣島オモト岳山頂 19740512 住田　紘
沖縄県石垣島オモト岳 19880512 住田　紘
コキマダラセセリ Ochlodes venatus （Bremer & Grey, 1852）
栃木県日光 19750627 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570807 住田　紘
広島県芸北町 2exs. 198630601 住田　紘
キマダラセセリ Potanthus flavus （Murray, 1875）
山口県下関市勝山 20060617 住田　紘
山口県下関市勝山 20060702 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19840930 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860828 住田　紘
山口県下関市深坂 20050610 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860720 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県菊川町中山渓 19880821 住田　紘
バナナセセリ Erinota torus Evans, 1941
沖縄県名護市 19800731 住田　紘
オオシロモンセセリ Udaspes folus （Cramer, 1775）
鹿児島県奄美大島瀬戸内町 19800731 住田　紘
クロセセリ Notocrypta curvifascia （C. & R. Felder, 1862）
山口県下関市内日 19800728 住田　紘
山口県下関市丸山町 19821004 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830910 住田　紘
山口県下関市丸山町 19870503 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19840720 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860914 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 20090522 住田　紘

山口県下関市火の山 19800728 住田　紘
山口県下関市長府 19790805 住田　紘
山口県下関市長府 19790820 住田　紘
山口県下関市長府 19790822 住田　紘
山口県下関市長府 19790823 住田　紘
山口県下関市長府 3exs. 19790825 住田　紘
山口県下関市長府 2exs. 19790826 住田　紘
山口県下関市長府（飼育） 19790821 住田　紘
山口県下関市長府（飼育） 19790823 住田　紘
山口県下関市長府宮ノ内 19800720 住田　紘
山口県下関市長府宮ノ内 19800721 住田　紘
山口県下関市竜王山 20060730 住田　紘
オオチャバネセセリ Polytremis pellucida （Murray, 1875）
大分県九重町飯田高原 2exs. 19860728 住田　紘
ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis （Butler, 1878）
山口県豊浦町鬼ヶ城 2exs. 19800914 住田　紘
トガリチャバネセセリ Pelopidas agna （Moore,1866）
沖縄県石垣島 19790511 住田　紘
チャバネセセリ Pelopidas mathias （Fabricius, 1798）
山口県下関市丸山町 3exs. 19820926 住田　紘
山口県下関市丸山町 19821005 住田　紘
山口県下関市丸山町 19821010 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860829 住田　紘
山口県下関市火の山 19800728 住田　紘
山口県下関市青山 19800720 住田　紘
山口県下関市長府 2exs. 19790824 椎原
山口県下関市内日 20070528 住田　紘
鹿児島県奄美大島瀬戸田町 19800731 住田　紘
イチモンジセセリ Parnara guttata （Bremer & Grey, 1852）
山口県下関市彦島老の山 19811010 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830817 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820820 住田　紘
山口県下関市丸山町 9exs. 19820826 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19820830 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820722 住田　紘
山口県下関市丸山町 19821010 住田　紘
山口県下関市丸山町 3exs. 19820901 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820905 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19820908 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820910 住田　紘
山口県下関市丸山町 2exs. 19820926 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830517 住田　紘
山口県下関市丸山町 19830814 住田　紘
山口県下関市丸山町 20080820 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19800914 住田　紘
山口県徳地町 2exs. 19820729 住田　紘
山口県秋芳町秋吉台 5exs. 19870509 住田　紘
バッタ目（直翅目）  Orthoptera
キリギリス科　Tettigoniidae
クサキリ Homorocoryphus lineosus （Walker, 1869）
山口県下関市丸山町 19880810 住田　紘
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アミメカゲロウ目　Neuroptera
ヘビトンボ科　Corydalidae
ヘビトンボ Protohermes grandisThunberg, 1781
山口県阿東町長門峡 19850811 住田　紘
トンボ目　Odonata
アオイトトンボ科　Lestidae
アオイトトンボ Lestes sponsa （Hansemann, 1823）　
山口県豊田町西中山 19940805 住田　紘
オオアオイトトンボ Lestes temporalis Selys, 1883
山口県下関市彦島老の山 19851027 住田　紘
カワトンボ科　Calopterygidae
ニホンカワトンボ Mnais costalis Selys, 1869
山口県下関市長府 3exs. 19810503 住田　紘
山口県下関市井田 19930620 住田　紘
山口県豊田町石柱渓 19940805 住田　紘
アサヒナカワトンボ Mnais pruinosa Selys, 1853
山口県下関市内日 19820425 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850512 住田　紘
山口県下関市内日 19910407 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19910427 住田　紘
山口県下関市深坂 19940430 住田　紘
ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia Selys, 1853
山口県下関市深坂 19900729 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 2exs. 19820704 住田　紘
山口県豊田町石柱渓 2exs. 19940805 住田　紘
山口県豊田町崋山 19810802 住田　紘
山口県菊川町中山渓 20050522 住田　紘
ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata （Selys, 1853）　
山口県阿東町長門峡 19850811 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19850817 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19820704 住田
山口県豊田町石柱渓 19940805 住田　紘
山口県下関市内日 19850819 住田　紘
島根県津和野町 19850812 住田　紘
イトトンボ科　Coenagrionidae　
モートンイトトンボ Mortonagrion selenion （Ris, 1916）

2exs. 19850725 住田　紘
ムカシトンボ科　Epiophlebiidae　
ムカシトンボ Epiophlebia superstes （Selys, 1889）　
山口県下関市深坂 19910427 住田　紘
山口県下関市深坂 19910504 住田　紘
山口県下関市深坂 19930424 住田　紘
山口県下関市深坂 20050426 住田　紘
山口県下関市内日 19900429 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19910427 住田　紘
山口県下関市内日 19910428 住田　紘
山口県下関市内日 19930505 住田　紘
ヤンマ科　Aeschnidae　
サラサヤンマ Oligoaeschna pryeri （Martin, 1909）
山口県下関市深坂 20050426 住田　紘
山口県下関市内日 19820728 住田　紘

コシボソヤンマ Boyeria maclachlani （Selys, 1883）
山口県下関市楠乃 19811102 住田　紘
カトリヤンマ Gynacantha japonica Bartenef, 1909
山口県下関市生野町 19910821 住田　紘
ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera （Selys, 1833）
山口県下関市楠乃 19820621 住田　紘
山口県下関市幡生宮の下 20020626 住田　紘
ギンヤンマ Anax parthenope （Selys, 1839）
山口県下関市深坂水源地 20050610 住田　紘
山口県下関市長府 19800429 住田　紘
クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus Oguma, 1915
山口県下関市内日 19850821 住田　紘
サナエトンボ科　Gomphidae　
コオニヤンマ Sieboldius albardae Selys, 1886
山口県下関市深坂 19900805 住田　紘
山口県下関市内日 （飼育） 19820606 住田　紘
オジロサナエ Stylogomphus suzukii （Oguma, 1926）
山口県下関市丸山町 19930903 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850512 住田　紘
タベサナエ Trigomphus citimus （Needham, 1931）
山口県下関市内日 2exs. 19850512 住田　紘
ミヤマサナエ Anisogomphus maacki （Selys, 1872）
山口県下関市内日 19850615 住田　紘
ヤマサナエ Asiagomphus melaenops （Selys, 1854）
山口県下関市内日 19850512 住田　紘
山口県下関市内日 19850812 住田　紘
ムカシヤンマ科　Petaluridae
ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri （Selys, 1889）
山口県下関市長府 2exs. 19810606 住田　紘
オニヤンマ科　Cordulegastridae
オニヤンマ Anotogaster sieboldii （Selys, 1854）
山口県下関市丸山町 19920831 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900802 住田　紘
山口県下関市内日 19820607 住田　紘
山口県下関市内日 2exs. 19850819 住田　紘
山口県豊浦町鬼ヶ城 19820704 住田　紘
山口県豊田町華山 19810802 住田　紘
山口県豊田町華山 3exs. 19940810 住田　紘
エゾトンボ科　Corduliidae　
トラフトンボ Epitheca marginata （Selys, 1883）
山口県下関市深坂 20050426 住田　紘
山口県下関市内日 19820627 住田　紘
山口県下関市内日 19930505 住田　紘
タカネトンボ Somatochlora uchidai Förster, 1909
山口県阿東町長門峡 2exs. 19850811 住田　紘
山口県豊田町華山 19810802 住田　紘
トンボ科　Libellulidae
ナツアカネ Sympetrum darwinianum （Selys, 1883）
山口県豊田町華山 19940812 住田　紘
リスアカネ Sympetrum risi Bartenef, 1914
山口県下関市火の山 2exs. 19851010 住田　紘
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アキアカネ Sympetrum frequens （Selys, 1883）
山口県阿東町長門峡 19850811 住田　紘
山口県下関市勝山 19810802 住田　紘
山口県豊田町華山 19810802 住田　紘
タイリクアカネ Sympetrum striolatum （Charpentier, 1840）
山口県下関市火の山 19851010 住田　紘
マユタテアカネ Sympetrum eroticum （Selys, 1883）
山口県徳地町長者ヶ原 19820606 住田　紘
山口県徳地町長者ヶ原 19860720 住田　紘
山口県長門市俵山 19820817 住田　紘
山口県豊田町石柱渓 2exs. 19940805 住田　紘
ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum （Selys, 1872）
山口県阿東町長門峡 7exs. 19850811 住田　紘
ネキトンボ Sympetrum speciosum Oguma, 1915
山口県下関市丸山町 2exs. 19940805 住田　紘
山口県下関市内日 19850512 住田　紘
山口県豊田町華山 19940810 住田　紘
コシアキトンボ Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839）
山口県下関市内日 2exs. 20070708 住田　紘
ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea Rambur, 1842
山口県 住田　紘
栃木県二宮町 19exs. 19860625
ウスバキトンボ Pantala flavescens （Fabricius, 1798）
山口県下関市丸山町 5exs. 19850820 住田　紘
山口県下関市丸山町 19910803 住田　紘
山口県下関市丸山町 19940720 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19910803 住田　紘
山口県豊田町石柱渓 2exs. 19940804 住田　紘
沖縄県糸満市南部戦跡 19831007 住田　紘
ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra （Selys, 1878）
山口県下関市勝山 2exs. 20060617 住田　紘
シオカラトンボ Orthetrum albistylum （Selys, 1848）
山口県阿東町長門峡 3exs. 19850811 住田　紘
シオヤトンボ Orthetrum japonicum （Uhler, 1858）
山口県下関市深坂 19910427 住田　紘
山口県下関市深坂 19910428 住田　紘
山口県下関市深坂 19940430 住田　紘
オオシオカラトンボ Orthetrum melania （Selys, 1883） 
山口県下関市深坂 19900729 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810722 住田　紘
山口県下関市丸山町 20020620 住田　紘
山口県下関市内日 3exs. 19820627 住田　紘
コウチュウ （鞘翅目）  Coleoptera
ハンミョウ科　Cicindelidae
ハンミョウ Cicindela chinensis japonica Thunberg, 1781
山口県下関市勝山８合目 3exs. 20070503 住田　紘
ガムシ科　Hydrophilidae
ガムシ Hydrophilus acuminatus Motschulsky, 1854　
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
コガネムシ科　Scaravaeidae
カブトムシ Trypoxylus dichotomus （Linnaeus, 1771）
山口県郡阿東町長門峡 19850811 住田　紘

山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900920 住田　紘
福岡県糸島郡 5exs. 19880803 住田　紘
クワガタムシ科　Lucanidae
ミヤマクワガタ Lucanus maculifemoratus Motschulsky,1861
山口県下関市吉見 19560731 住田　紘
山口県豊田町崋山 19550801 住田　紘
山口県徳地町 4exs. 19820729 住田　紘
ノコギリクワガタ Prosopocoilus inclinatus （Motschulsky, 1857）
山口県佐波郡徳地町 8exs. 19820729 住田　紘
ヒラタクワガタ Dorcus titanus （Boisduval, 1835）
山口県下関市 19880702 住田　紘
山口県下関市　 20000808 住田　紘
山口県下関市　 19890725 住田　紘
山口県下関市　 19891115 住田　紘
山口県徳地町 3exs. 19820729 住田　紘
コクワガタ Dorcus rectus （Motschulsky, 1857）
鳥取県西伯郡大山町大山 19570817 住田　紘
山口県下関市井田 19940802 住田　紘
山口県下関市井田 4exs. 19880702 住田　紘
山口県徳地町 19820729 住田　紘
タマムシ科　Buprestidae
ヤマトタマムシ Crysochroa fulgidissima （Leach, 1815）
山口県下関市丸山町2丁目 19890729 住田　紘
ウバタマムシ Chalcophora japonica Gory
山口県豊田町華山 19810803 住田　紘
カミキリムシ科　Cerambycidae　
ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca （Thomson, 1865）
山口県下関市 20000810 住田　紘
山口県下関市丸山町 19940805 住田　紘
山口県下関市内日 19820711 住田　紘
シロスジカミキリ Batocera lineolata Chevrolat, 1852
沖縄県沖縄中部太平洋船 19900820 住田　紘
ヨツスジカミキリ Notomulciber quadrisignatus （Schwarzer, 1925）
山口県下関市丸山町 19880820 住田　紘
ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quiquefasciatus （Castelnau et, Gory, 1841）
山口県下関市火の山 19810814 住田　紘
ラミーカミキリ Paraglenea fortunei （Saunders,1853）
山口県下関市深坂水源地 Jul.11,1982 19820711 住田　紘
カメムシ目　Hemiptera
セミ科　Cicadidae
クマゼミ Cryptotympana facialis （Walker, 1858）
山口県下関市王江小 3exs. 19810721 住田　紘
山口県下関市王江小 19810724 住田　紘
山口県下関市丸山町 19800729 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810722 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810812 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810820 住田　紘
山口県下関市丸山町 19820810 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880817 住田　紘
山口県下関市丸山町 19910820 住田　紘
山口県下関市丸山町 19940807 住田　紘
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山口県下関市丸山町 19970722 住田　紘
山口県下関市丸山町 4exs. 19970723 住田　紘
山口県下関市丸山町 20000810 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19810722 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19810724 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19810825 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19820804 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860810 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19860812 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19860825 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19860825 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19870731 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19890814 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19890818 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19890823 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900802 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19900808 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900809 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900817 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19910806 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19910823 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 4exs. 19910824 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19920724 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 2exs. 19920728 住田　紘
アブラゼミGraptopsaltria nigrofuscata （Motschulsky, 1866）
山口県下関市 20000806 住田　紘
山口県下関市深坂 2exs. 19900729 住田　紘
山口県下関市深坂 19900806 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810811 住田　紘
山口県下関市丸山町 19810820 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880728 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880818 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880820 住田　紘
山口県下関市丸山町 19900802 住田　紘
山口県下関市丸山町 19940804 住田　紘
山口県下関市丸山町 19970722 住田　紘
山口県下関市丸山町 20000806 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19810815 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19820802 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19860801 住田優子
山口県下関市丸山町2丁目 19870731 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19880728 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900817 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900820 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900821 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19910804 住田　紘
山口県山口市 19830818 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570817 住田　紘
ニイニイゼミ Platypleura kaempferi （Fabricius, 1794）
山口県下関市丸山町 19810827 住田　紘
山口県下関市丸山町 19880818 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19860725 住田優子

山口県下関市丸山町2丁目 19900802 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19910804 住田　紘
山口県豊田町華山 3exs. 19810803 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570817 住田　紘
ミンミンゼミ Hyalessa maculaticollis （Motschulsky, 1866）
山口県下関市深坂 20010828 住田　紘
山口県阿東町長門峡 19850811 住田優子
山口県徳地町 19820729 住田　紘
山口県豊田町華山 19790801 住田　紘
山口県豊田町石柱渓 19940805 住田　紘
鳥取県大山町大山 19570817 住田　紘
ツクツクボウシ Meimuna opalifera （Walker, 1850）
山口県下関市丸山町 19800819 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19810814 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19890826 住田　紘
山口県下関市丸山町2丁目 19900908 住田　紘
山口県下関市彦島老の山 2exs. 19870915 住田　紘
山口県山口市 2exs. 19830818 住田　紘
ヒグラシ Tanna japonensis Distant, 1892
山口県下関市井田 19880809 住田　紘
山口県下関市深坂 4exs. 19900729 住田　紘
山口県下関市深坂 2exs. 19910728 住田　紘
山口県下関市深坂水源地 19860820 住田優子
山口県下関市内日 19860823 住田優子
山口県下関市内日上 2exs. 19820808 住田優子
山口県豊田町華山 19810802 住田　紘
山口県豊田町華山 19810803 住田　紘
大分県九重町飯田高原 19860728 住田　紘
エゾゼミ Lyristes japonicus （Kato, 1925）
大分県九重町牧ノ戸 19860728 住田　紘
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