
きのこ日和！でも時間が足りない！

今年の梅雨は長雨が続き、ようやく雨も止んできのこ日和となりました。

コロナウイルスの影響もあり、今回も時間短縮での定点観察。こんなにきのこがある季節に果たして

時間内におさまるでしょうか？案の定、きのこを探し求めて、山をくまなく探しているうちに時間は

あっという間に終了。

同定台にはたくさんのきのこが集まりました。長雨が続いたせいか、少しきのこの季節もずれていた

ように思いますが、生えたての綺麗なきのこもいくつか見つかりました（タマゴタケなど）。それらは

標本にもされるようです。

次々と同定が始まり、時間におさまらないほど多くのきのこにあふれた７月の定点観察会でした。

“修法が原定点観察会” 2020.7.19 兵庫きのこ研究会（1/2）

綺麗なタマゴタケ

＜リュウコクヒメベニタケ
（上田仮）＞

＜ムササビタケ＞

＜ハイチャヒダサカズキタケ
とキフシススホコリ＞

＜ネズミツチダマタケ＞＜アイゾメイグチ＞

＜テングタケダマシ＞ ＜ウズタケ＞

＜クロノボリリュウ＞

＜ノボリリュウアカ
グサレキン＞

＜ダイダイガサ＞

＜ササクレヒトヨタケ＞

ヒカゲヒメチチタケ Lactarius castanopsidis Hongo 同定・採集・文／和田（匠）
定点観察会初記録。

ノボリリュウアカグサレキン Mycogone cervina Link 同定・採集・文／和田（匠）
定点観察会初記録。クロノボリリュウの老成した子実体から見られた。

リュウコクヒメベニタケ（上田仮） Russula sp. 同定・採集・文／和田（匠）
過去の定点観察会においてリュウコクヒナベニタケ（小寺仮）と同定されたきのこ。

＜撮影中＞ ＜撮影されちゃいました＞ ＜キクバナイグチ＞＜崖っぷちです＞
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＜今月観察されたきのこ＞

付箋記入：中嶋、和田(匠)ほか 写真：中嶋、中川、和田(匠)、和田（貴）文章：田戸 HP更新：三輪 整理：中川

2020年 7月 19日 観察記録 天候：晴☀ 参加者： 29+20人 同定： 177種

和名 属名(新分類) 科名(新分類) 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 93 チャニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科
2 ウラムラサキ キツネタケ属 ヒドナンギウム科 94 ニガイグチモドキ ニガイグチ属 イグチ科
3 オオキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科 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
4 カレバキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科 96 アカヤマドリ ヤマイグチ属 イグチ科
5 キツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科 97 アイタケ ベニタケ属 ベニタケ科
6 ヤグラタケ ヤグラタケ属 シメジ科 98 アカカバイロタケ ベニタケ属 ベニタケ科
7 ヒメキシメジ ヒメキシメジ属 キシメジ科 99 ウスムラサキハツ ベニタケ属 ベニタケ科
8 アカチャツエタケ アカアザタケ属 ツキヨタケ科 100 カレバハツ ベニタケ属 ベニタケ科
9 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 101 カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科
10 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 102 キチャハツ ベニタケ属 ベニタケ科
11 ヒメムキタケ属の一種 ヒメムキタケ属 ヒラタケ科 103 ウコンクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
12 ツエタケ近縁種 ツエタケ属 タマバリタケ科 104 クサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
13 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 105 クロハツ ベニタケ属 ベニタケ科
14 ヒロヒダタケ ヒロヒダタケ属 ホウライタケ科 106 クロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科
15 ダイダイガサ ダイダイガサ属 タマバリタケ科 107 ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科
16 ホウライタケ属の一種 ホウライタケ属 ホウライ科 108 ツギハギハツ ベニタケ属 ベニタケ科
17 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 109 ドクベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
18 サクラタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科 110 ドクベニダマシ ベニタケ属 ベニタケ科
19 クヌギタケ属の一種 クヌギタケ属 クヌギタケ科 111 ニオイコベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
20 ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科 112 ニセクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
21 アケボノドクツルタケ テングタケ属 テングタケ科 113 ニセクロハツ近縁種 ベニタケ属 ベニタケ科
22 イボテングタケ テングタケ属 テングタケ科 114 ムラサキカスリタケ ベニタケ属 ベニタケ科
23 カバイロツルタケ テングタケ属 テングタケ科 115 ヤブレベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
24 ガンタケ テングタケ属 テングタケ科 116 ベニタケ属の一種1 ベニタケ属 ベニタケ科
25 キウロコテングタケ テングタケ属 テングタケ科 117 ベニタケ属の一種2 ベニタケ属 ベニタケ科
26 クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科 118 ベニタケ属の一種3 ベニタケ属 ベニタケ科
27 クロタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科 119 ベニタケ属の一種4 ベニタケ属 ベニタケ科
28 コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科 120 リュウコクヒメベニタケ（上田仮） ベニタケ属 ベニタケ科
29 コトヒラシロテングタケ テングタケ属 テングタケ科 121 アカハツ カラハツタケ属 ベニタケ科
30 シロテングタケ テングタケ属 テングタケ科 122 アシボソチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
31 タマゴタケ テングタケ属 テングタケ科 123 ウズハツ カラハツタケ属 ベニタケ科
32 タマゴテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科 124 ススケアシボソチチタケ(青木仮） カラハツタケ属 ベニタケ科
33 ツルタケ テングタケ属 テングタケ科 125 クロチチタケ近縁種 カラハツタケ属 ベニタケ科
34 ツルタケ節の一種1 テングタケ属 テングタケ科 126 ケシロハツモドキ チチタケ属 ベニタケ科
35 ツルタケ節の一種2 テングタケ属 テングタケ科 127 チチタケ チチタケ属 ベニタケ科
36 ツルタケ節の一種3 テングタケ属 テングタケ科 128 チョウジチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
37 テングタケ テングタケ属 テングタケ科 129 ニオイワチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
38 テングタケダマシ テングタケ属 テングタケ科 130 ニセヒメチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
39 ニオイドクツルタケ テングタケ属 テングタケ科 131 ハツタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
40 ハイイロオニタケ テングタケ属 テングタケ科 132 ヒカゲヒメチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
41 フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科 133 ヒロハウスズミチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
42 ヘビキノコモドキ テングタケ属 テングタケ科 134 ヒロハチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
43 ティラミステングタケ（谷口仮） テングタケ属 テングタケ科 135 モチゲチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科
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 136 カンゾウタケ カンゾウタケ属 カンゾウタケ科
45 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 137 アンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科
46 ササクレヒトヨタケ ササクレヒトヨタケ属 ハラタケ科 138 ヒナアンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科
47 イタチタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科 139 カレエダタケ カレエダタケ属 カレエダタケ科
48 ムササビタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科 140 フサヒメホウキタケ フサヒメホウキタケ属 マツカサタケ科
49 ニガクリタケ ニガクリタケ属 モエギタケ科 141 アイコウヤクタケ アイコウヤクタケ属 マクカワタケ科
50 チャツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科 142 イボタケ属の一種 イボタケ属 イボタケ科
51 チャナバ フウセンタケ属 フウセンタケ科 143 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
52 キイロアセタケ アセタケ属 アセタケ科 144 ウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科
53 ザラツキキトマヤタケ アセタケ属 アセタケ科 145 ツヤウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科
54 アセタケ属の一種1 アセタケ属 アセタケ科 146 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科
55 アセタケ属の一種2 アセタケ属 アセタケ科 147 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科
56 ビロードムクエタケ属の一種？ ビロードムクエタケ属 アセタケ科 148 カワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科
57 カワムラフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科 149 クジラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科
58 フウセンタケ属の一種 フウセンタケ属 フウセンタケ科 150 シハイタケ シハイタケ属 ？科
59 チャヒラタケ属の一種 チャヒラタケ属 アセタケ科 151 ハカワラタケ シハイタケ属 ？科
60 アオエノモミウラタケ亜属の一種1 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 152 カイメンタケ カイメンタケ属 ツガサルノコシカケ科

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 153 ホウロクタケ ホウロクタケ属 ツガサルノコシカケ科

62 アオエノモミウラタケ亜属の一種3 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 154 ウズタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科
63 キイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 155 ニッケイタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科
64 クサウラベニタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 156 ネンドタケ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科
65 シロイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科 157 ネンドタケモドキ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科
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 158 アズマタケ オンニア属 タバコウロコタケ科
67 ニワタケ イチョウタケ属 イチョウタケ科 159 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科

68 アイゾメイグチ クリイロイグチ属 クリイロイグチ科 160 ザラツキカタカワタケ ニセショウロ属 ニセショウロ科
69 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 161 ニセショウロ属の一種 ニセショウロ属 ニセショウロ科
70 オニイグチモドキ オニイグチ属 イグチ科 162 オオノウタケ？ ノウタケ属 ハラタケ科
71 オオヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科 163 ノウタケ ノウタケ属 ハラタケ科
72 アシナガイグチ キクバナイグチ属 イグチ科 164 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科
73 キクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科 165 サンコタケ サンコタケ属 アカカゴタケ科
74 セイタカイグチ キクバナイグチ属 イグチ科 166 ツノフノリタケ ニカワホウキタケ属 アカキクラゲ科
75 ミヤマベニイグチ キクバナイグチ属 イグチ科 167 ニカワホウキタケ ニカワホウキタケ属 アカキクラゲ科
76 キイロイグチ キイロイグチ属 イグチ科 168 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

77 キニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科 169 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
78 ヌメリコウジタケ ヌメリコウジタケ属 イグチ科 170 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
79 キヒダタケ キヒダタケ属 イグチ科 171 ナガエノチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科
80 ヒメアワタケ トゥボサエタ属 イグチ科 172 クロノボリリュウ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科
81 アワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科 173 クロメロスポリウム属の一種 クロメロスポリウム属 チャワンタケ科
82 クロアザアワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科 174 アラゲコベニチャワンタケ属の一種 アラゲコベニチャワンタケ属 ピロネマキン科
83 キアシヤマドリタケ（池田仮） ヤマドリタケ属 イグチ科 175 ノボリリュウアカグサレキン ヒポミケス属 ヒポミケス科
84 ヒメコウジタケ ヤマドリタケ属 イグチ科 176 Sepedonium chrysospermum セペドニウム属 ヒポミケス科
85 ヤマドリタケモドキ ヤマドリタケ属 イグチ科 177 ハプロトリクム属の一種 ハプロトリクム属 ？科
86 ニセヌメリコウジタケ（正井仮） ヤマドリタケ属 イグチ科 ※ シロウツボホコリ ウツボホコリ属 ウツボホコリ科
87 ネズミツチダマタケ ロスビーベラ属 イグチ科 ※ タマツノホコリ ツノホコリ属 ツノホコリ科
88 キアミアシイグチ キアミアシイグチ属 イグチ科 ※ ツノホコリ ツノホコリ属 ツノホコリ科
89 アシボソニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科 ※ クダホコリ クダホコリ属 ドロホコリ科
90 ウスキニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科 ※ ムラサキホコリ ムラサキホコリ属 ムラサキホコリ科
91 ウラグロニガイグチ ウラグロニガイグチ属 イグチ科 ※ キフシススホコリ スズホコリ属 モジホコリ科
92 クリイロニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

＜同定台に集まった
きのこ＞


