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原田、1999）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Environmental Biology of Fishes,54
●Importance of the upper estuary as a nursery ground for fishes in Ariake Bay, Japan.（八木・木
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1999）
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魚類の初期生活史研究の最前線

II-5.内湾における環境変動と仔稚魚の動態（八

木・木下・藤田・川村、2015）
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2/4
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白金・内田・木戸, 2017）
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