
きのこの本番7月の観察会！

毎年7月は一番多くの種数が観察される月です。前日に多めに雨が降ったので、小型菌が非常に多く観察されました。
しかし大型菌は、前日の雨で崩れたものが多く、全体的に7月にしては少ないように思われました。
各地でヒメシロチチタケとモチゲチチタケが群生しており、定点観察会初記録のきのこも多く見受けられました。
結果的に観察種数としては160種越えとかなりの数になりました。

追記：カゴタケもありましたが、残念ながらS氏によるカゴタケショーは行われませんでしたね。笑）

兵庫きのこ研究会修法ヶ原定点観察会
(2016.07.17)

極小イガイガ／トサカオチエダタケ

きのこボーイズきのこガールズ 図鑑片手に観察

荷物のわりに軽装 テングタケ＆イグチ用同定台

その他のきのこ同定台

テングタケ類から代表／ヘビキノコモドキ ベニタケ類から代表／ウコンクサハツ イグチ類から代表／ビロードクリイロイグチ

本日大発生、森の精霊／ヒメシロチチタケ

定点初記録！／ハチタケこの時期常連／ツクツクボウシタケ

アカイボカサタケ／森のとんがり帽子

【同定されたきのこの一部】

文：石田
付箋記入者：中嶋、田中、柴田など
写真：難波、長田
写真編集：和田（貴）
リスト作成：長田、難波
HP作成：奥田

夏の御三家

そろそろ常連入り？／クモタケ

虫草トリオ

笹に生えたイガイガ／ロウタケ

解説１／もう解説も慣れたもの

解説２／W君には及ばないけど…と謙遜、最近頑張ってます！

解説３／きのこの食について語る
解説４／締めはベテランで夏のきのこ解説

天候：曇り
参加者：32+2名
同定：163種

和名 属名(新分類/旧分類) 科名(新分類/旧分類)
マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科/ヒラタケ科
ベニヒガサ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科
ウラムラサキ キツネタケ属 ヒドナンギウム科/キシメジ科
カレバキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科/キシメジ科
ヤグラタケ ヤグラタケ属 シメジ科/キシメジ科
ヒメキシメジ ヒメキシメジ属 キシメジ科
オリーブサカズキタケ？ ゲルロネマ属 ホウライタケ科/キシメジ科
ヒナノヒガサ ヒナノヒガサ属 ヒナノヒガサ科/キシメジ科
アマタケ モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科
モリノカレバタケ属の一種1 モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科
モリノカレバタケ属の一種2 モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科
シロホウライタケ属の一種1 シロホウライタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科
シロホウライタケ属の一種2 シロホウライタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科
ダイダイガサ ダイダイガサ属 タマバリタケ科/キシメジ科
ウマノケタケ ホウライタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
ニオイヒメホウライタケ ホウライタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
ホウライタケ属の一種 ホウライタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
ハイチャヒダサカズキタケ ニセアシナガタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
オオキヒダサカズキタケ（池田仮） ニセアシナガタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
トサカオチエダタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科
クヌギタケ属の一種1 クヌギタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科
クヌギタケ属の一種2 クヌギタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科
クヌギタケ属の一種3 クヌギタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科
ニカワラッシタケ ラッシタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科
カバイロツルタケ テングタケ属 テングタケ科
クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科
クロタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科
コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科
コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科
タマゴテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科
ツルタケ節の一種 テングタケ属 テングタケ科
テングタケダマシ テングタケ属 テングタケ科
ニセコタマゴテングタケ（池田仮）？ テングタケ属 テングタケ科
ドクツルタケ近縁種 テングタケ属 テングタケ科
ヒメコナカブリツルタケ テングタケ属 テングタケ科
ヘビキノコモドキ テングタケ属 テングタケ科
ティラミステングタケ（谷口仮） サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科
ヒメヒトヨタケ属の一種 ヒメヒトヨタケ属/ヒトヨタケ属 ナヨタケ科/ヒトヨタケ科
イタチタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科/ヒトヨタケ科
イヌセンボンタケ キララタケ属 ナヨタケ科/ヒトヨタケ科
キツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科/フウセンタケ科
キイロアセタケ アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科
アセタケ属の一種1 アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科
アセタケ属の一種2 アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科
アセタケ属の一種3 アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科
ザラツキキトマヤタケ アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科
チャヒラタケ属の一種 チャヒラタケ属 アセタケ科/チャヒラタケ科
アオエノモミウラタケ亜属の一種 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
アカイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
ダイダイウラベニタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
ムジナイッポンシメジ（城川仮） イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
イッポンシメジ属の一種 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
イチョウタケ イチョウタケ属/ヒダハタケ属 イチョウタケ科/ヒダハタケ科
アイゾメイグチ クリイロイグチ属 クリイロイグチ科/イグチ科
ビロードクリイロイグチ クリイロイグチ属 クリイロイグチ科/イグチ科
チチアワタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科/イグチ科
オオヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
クリカワヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
マルミノアヤメイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
ミヤマベニイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
ハナガサイグチ キイロイグチ属 イグチ科
ヒメウグイスイグチ キイロイグチ属 イグチ科
キヒダタケ キヒダタケ属 イグチ科
Phylloporus orientalis キヒダタケ属 イグチ科
アワタケ イグチ属/アワタケ属 イグチ科
クロアザアワタケ イグチ属/アワタケ属 イグチ科
アワタケ属（広義）の一種 イグチ属/アワタケ属 イグチ科
キッコウアワタケ キッコウアワタケ属/アワタケ属 イグチ科
コウジタケ キッコウアワタケ属/イグチ属 イグチ科
ヒメコウジタケ パルウィキセロコムス属/イグチ属 イグチ科
キアシヤマドリタケ（池田仮） イグチ属 イグチ科
ヤマドリタケモドキ イグチ属 イグチ科
イグチ属の一種 イグチ属 イグチ科
クロアワタケ（広義） キアミアシイグチ属/イグチ属 イグチ科
アケボノアワタケ アケボノアワタケ属/ニガイグチ属 イグチ科
アシボソニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
キニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
クロニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
ブドウニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
ミドリニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
ニガイグチモドキ ニガイグチ属 イグチ科
コゲイロニガイグチ(幸徳仮） ニガイグチ属 イグチ科
アカヤマドリ アカヤマドリ属/ヤマイグチ属 イグチ科
ネナガシロヤマイグチ ヤマイグチ属 イグチ科
スミゾメヤマイグチ クロヤマイグチ属 イグチ科
アイタケ ベニタケ属 ベニタケ科
アイバシロハツ ベニタケ属 ベニタケ科
ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科
ウコンクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
カレバハツ ベニタケ属 ベニタケ科
カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科
クロハツ ベニタケ属 ベニタケ科
ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科
シロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科
チギレハツタケ? ベニタケ属 ベニタケ科
ドクベニダマシ ベニタケ属 ベニタケ科
ニセクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
ベニタケ属の一種 ベニタケ属 ベニタケ科
ヒナベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
ヒビワレシロハツ ベニタケ属 ベニタケ科
ヤブレベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
ウズゲツチイロタケ マルチフルカ属 ベニタケ科
アオゾメツチカブリ チチタケ属 ベニタケ科
クロチチダマシ チチタケ属 ベニタケ科
ケシロハツモドキ チチタケ属 ベニタケ科
チチタケ（赤色タイプ） チチタケ属 ベニタケ科
チチタケ（黄色タイプ） チチタケ属 ベニタケ科
チリメンチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
ツチカブリ チチタケ属 ベニタケ科
ヒメシロチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
ヒロハチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
モチゲチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
アキノアシボソチチタケ? カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
チョウジチチタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
ヒロハウスズミチチタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
カラハツタケ属の一種 カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科

2016年　7月　17日　観察記録
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