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2019年 7月 21日 観察記録 天候：曇り 参加者： 26+8人
同定： 187種

和名 属名(新分類) 科名(新分類)
1 マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科

2 アカヤマタケ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科

3 ベニヒガサ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科

4 ウラムラサキ キツネタケ属 ヒドナンギウム科

5 カレバキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科

6 キツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科

7 ヤグラタケ ヤグラタケ属 シメジ科

8 サマツモドキ サマツモドキ属 キシメジ科

9 コノハシメジ ムラサキシメジ属 キシメジ科

10 ヒメキシメジ ヒメキシメジ属 キシメジ科

11 ヒメシロウテナタケ ヒメシロウテナタケ属 キシメジ科

12 オリーブサカズキタケ ゲルロネマ属 ホウライタケ科

13 ヒナノヒガサ ヒナノヒガサ属 ヒナノヒガサ科

14 アマタケ モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科

15 シロホウライタケ シロホウライタケ属 ツキヨタケ科

16 コブリビロードツエタケ? ビロードツエタケ属 タマバリタケ科

17 ダイダイガサ ダイダイガサ属 タマバリタケ科

18 アミガサホウライタケ ホウライタケ属 ホウライタケ科

19 ワサビタケ ワサビタケ属 クヌギタケ科

20 サクラタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科

21 クヌギタケ属の一種1 クヌギタケ属 クヌギタケ科

22 クヌギタケ属の一種2 クヌギタケ属 クヌギタケ科

23 ニカワラッシタケ ラッシタケ属 クヌギタケ科

24 ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科

25 イボテングタケ テングタケ属 テングタケ科

26 オオツルタケ テングタケ属 テングタケ科

27 ガンタケ テングタケ属 テングタケ科

28 キウロコテングタケ テングタケ属 テングタケ科

29 クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

30 クロタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

31 コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

32 コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科

33 コナカラカサタケモドキ コナカラカサタケ属 ハラタケ科

34 シロオニタケ テングタケ属 テングタケ科

35 シロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

36 タマゴタケ テングタケ属 テングタケ科

37 ツルタケ テングタケ属 テングタケ科

38 テングタケ テングタケ属 テングタケ科

39 テングタケダマシ テングタケ属 テングタケ科

40 テングツルタケ テングタケ属 テングタケ科

41 ヒメコナカブリツルタケ テングタケ属 テングタケ科

42 フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

43 ヘビキノコモドキ? テングタケ属 テングタケ科

44 ウラベニガサ属の一種 ウラベニガサ属 ウラベニガサ科

45 キツネノハナガサ キヌカラカサタケ属 ハラタケ科

46 トゲミノカラカサタケ？ オニタケ属 ハラタケ科

47 ナカグロヒメカラカサタケ? キツネノカラカサ属 ハラタケ科

48 キツネノカラカサ属の一種 キツネノカラカサ属 ハラタケ科

49 イタチタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科

50 ムササビタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科

51 キイロアセタケ アセタケ属 アセタケ科

52 アセタケ属の一種1 アセタケ属 アセタケ科

53 アセタケ属の一種2 アセタケ属 アセタケ科

54 カワムラフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

55 ムラサキアブラシメジ フウセンタケ属 フウセンタケ科

56 フウセンタケ属の一種 フウセンタケ属 フウセンタケ科

57 ヒイロチャヒラタケ チャヒラタケ属 アセタケ科

58 チャヒラタケ属の一種1 チャヒラタケ属 アセタケ科

59 チャヒラタケ属の一種2 チャヒラタケ属 アセタケ科

60 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

61 アオエノモミウラタケ亜属の一種2 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

62 キイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

63 クサウラベニタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

64 シロイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

65 ミイノモミウラモドキ? イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

66 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

67 イチョウタケ イチョウタケ属 イチョウタケ科

68 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

69 クロツブヌメリイグチ(仮) ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

70 チチアワタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

71 ヒメヌメリイグチ コルネロボレトゥス属 イグチ科

72 アミアシオニイグチ オニイグチ属 イグチ科

73 オニイグチモドキ オニイグチ属 イグチ科

74 クリカワヤシャイグチ? ヤシャイグチ属 イグチ科

75 キクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科

76 ミヤマベニイグチ キクバナイグチ属 イグチ科

77 ヌメリコウジタケ ヌメリコウジタケ属 イグチ科

78 キヒダタケ キヒダタケ属 イグチ科

79 アワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

80 キッコウアワタケ キッコウアワタケ属 イグチ科

81 クロアザアワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

82 キアシヤマドリタケ(池田仮) ヤマドリタケ属 イグチ科

83 コウジタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

84 ヤマドリタケモドキ ヤマドリタケ属 イグチ科

85 ニセヌメリコウジタケ(正井仮) ヤマドリタケ属 イグチ科

86 キアミアシイグチ キアミアシイグチ属 イグチ科

87 イグチ科の一種1 イグチ科

88 イグチ科の一種2 イグチ科

89 アシボソニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

90 ウスキニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

91 オクヤマニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

92 クリイロニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

93 ニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

94 ヌメリニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

95 ホオベニシロアシイグチ ホオベニシロアシイグチ属 イグチ科

96 ミドリニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

97 シワチャヤマイグチ ヤマイグチ属 イグチ科

98 ヤマイグチ属の一種 ヤマイグチ属 イグチ科

99 スミゾメヤマイグチ ヤマイグチ属 イグチ科

100 アイタケ ベニタケ属 ベニタケ科

101 アカカバイロタケ ベニタケ属 ベニタケ科

102 ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科

103 ウスムラサキハツ ベニタケ属 ベニタケ科

104 カレバハツ ベニタケ属 ベニタケ科

105 カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科

106 カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科

107 キチャハツ ベニタケ属 ベニタケ科

108 クサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

109 クロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

110 クロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科

111 ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科

112 シロクロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

113 チシオハツ ベニタケ属 ベニタケ科

114 ツギハギハツ ベニタケ属 ベニタケ科

115 ドクベニダマシ ベニタケ属 ベニタケ科

116 ニセクロハツ? ベニタケ属 ベニタケ科

117 ヒビワレシロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

118 ベニタケ属の一種 ベニタケ属 ベニタケ科

119 リュウコクヒナベニタケ(小寺仮) ベニタケ属 ベニタケ科

120 ヌメリハツ カラハツタケ属 ベニタケ科

121 アカハツ カラハツタケ属 ベニタケ科

122 アシボソチチタケ近縁種 ニガイグチ属 イグチ科

123 カラハツタケ属の一種 カラハツタケ属 ベニタケ科

124 キチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

125 キチチタケ近縁種 カラハツタケ属 ベニタケ科

126 ケシロハツ チチタケ属 ベニタケ科

127 ケシロハツモドキ チチタケ属 ベニタケ科

128 チチタケ チチタケ属 ベニタケ科

129 ツチカブリ チチタケ属 ベニタケ科

130 トラシマチチタケ(橋尾仮) マルチフルカ属 ベニタケ科

131 ニセヒメチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

132 ヒメシロチチタケ チチタケ属 ベニタケ科

133 ヒロハチチタケ チチタケ属 ベニタケ科

134 モチゲチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

135 ススケアシボソチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

136 チチタケ属の一種 チチタケ属 ベニタケ科

137 スエヒロタケ スエヒロタケ属 スエヒロタケ科

138 カンゾウタケ カンゾウタケ属 カンゾウタケ科

139 アンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科

140 ヒナアンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科

141 アンズタケ属の一種 アンズタケ属 アンズタケ科

142 ハイイロカレエダタケ近縁種 カレエダタケ属 カレエダタケ科

143 ウスタケ ウスタケ属 ラッパタケ科

144 チウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科

145 チャウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科

146 ミヤマチャウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科

147 ハナウロコタケ ハナウロコタケ属 シワタケ科

148 イボタケ属の一種 イボタケ属 イボタケ科

149 コウモリタケ ニンギョウタケモドキ属 ニンギョウタケモドキ科

150 ニクウチワタケ ニクウチワタケ属 シワタケ科

151 アシグロタケ タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科

152 キアシグロタケ近縁種 タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科

153 ハチノスタケ ハチノスタケ属 タマチョレイタケ科

154 ウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科

155 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科

156 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科

157 カワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科

158 シハイタケ シハイタケ属 ？科

159 ハカワラタケ シハイタケ属 ？科

160 ブドウタケ ブドウタケ属 タマチョレイタケ科

161 マンネンタケ マンネンタケ属 タマチョレイタケ科

162 ニッケイタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科

163 ネンドタケ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科

164 ネンドタケモドキ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科

165 ネズミツチダマタケ ロスビーベラ属 イグチ科

166 オオショウロ ショウロ属 ショウロ科

167 アカダマタケ メラノガステル属 ヒダハタケ科

168 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科

169 ザラツキカタカワタケ ニセショウロ属 ニセショウロ科

170 ヒメカタショウロ ニセショウロ属 ニセショウロ科

171 ニセショウロ属の一種 ニセショウロ属 ニセショウロ科

172 ヒナツチガキ ヒメツチグリ属 ヒメツチグリ科

173 サンコタケ サンコタケ属 アカカゴタケ科

174 クロハナビラニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

175 ツノフノリタケ ニカワホウキタケ属 アカキクラゲ科

176 ツノマタタケ ツノマタタケ属 アカキクラゲ科

177 テングノメシガイ属の一種 テングノメシガイ属 テングノメシガイ科

178 テングノメシガイ属の一種2 テングノメシガイ属 テングノメシガイ科

179 オチバノアカビョウタケ ランツィア属 トウヒキンカクキン科

180 ニセキンカクアカビョウタケ ディケファロスポラ属 キンカクキン科

181 クロハナビラタケ クロムラサキハナビラタケ属 ビョウタケ科

182 ゴムタケ ゴムタケ属 ゴムタケ科

183 クロノボリリュウ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

184 ナガエノチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

185 ノボリリュウ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

186 シロスズメノワン シロスズメノワン属 ピロネマキン科

187 アワタケヤドリ ヒポミケス属 ニクザキン科


