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【同定されたきのこ】（写真は 3/3 に載せています）

2017年 7月 16日 観察記録
天候：晴れ

参加者：41+4名
同定：140種

No. 和名 属名(新分類/旧分類) 科名(新分類/旧分類)

1マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科

2スエヒロタケ スエヒロタケ属 スエヒロタケ科/ヒラタケ科

3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

4サマツモドキ サマツモドキ属 キシメジ科

5カキシメジ キシメジ属 キシメジ科

6キヒダマツシメジ キシメジ属 キシメジ科

7シロホウライタケ属の一種 シロホウライタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科

8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

9ヒロヒダタケ ヒロヒダタケ属/ツエタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科

10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

11ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科/キシメジ科

12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

13ヒメシロウテナタケ ヒメシロウテナタケ属 キシメジ科

14オオオニテングタケ サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科

15ウスキテングタケ テングタケ属 テングタケ科

16オオツルタケ テングタケ属 テングタケ科

17ガンタケ テングタケ属 テングタケ科

18コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

19コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科

20シロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

21シロテングタケ テングタケ属 テングタケ科

22タマゴタケ テングタケ属 テングタケ科

23タマゴテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科

24ツルタケ テングタケ属 テングタケ科

25ツルタケダマシ テングタケ属 テングタケ科

26テングタケ テングタケ属 テングタケ科

27テングタケダマシ テングタケ属 テングタケ科

28テングツルタケ テングタケ属 テングタケ科

29ヒメコナカブリツルタケ テングタケ属 テングタケ科

30フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

31ヘビキノコモドキ テングタケ属 テングタケ科

32ヘビキノコモドキ近縁種 テングタケ属 テングタケ科

33ザラエノハラタケ ハラタケ属 ハラタケ科

34イタチタケ ナヨタケ属 ナヨタケ科/ヒトヨタケ科

35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

36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

37キイロアセタケ アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科

38イロガワリフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

39トガリニセフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

40フウセンタケ属の一種 フウセンタケ属 フウセンタケ科

41ヒイロチャヒラタケ チャヒラタケ属 アセタケ科/チャヒラタケ科

42イッポンシメジ属の一種1 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

43アカイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

44イッポンシメジ属の一種2 イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

45カクミノコナカブリ? イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

46キヌモモウラタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

47シロイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

48ムジナイッポンシメジ（城川仮称） イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

49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

50オニイグチ オニイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

51コオニイグチ オニイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

52クリカワヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科

53コガネキクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

54ヒビワレキクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

55キクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

56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

57ベニイグチ ベニイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

58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

59チチアワタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科/イグチ科

60キヒダタケ キヒダタケ属 イグチ科

61キヒダタケ近縁種 キヒダタケ属 イグチ科

62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

63クロアザアワタケ ヤマドリタケ属/アワタケ属 イグチ科

64キイロイグチ キイロイグチ属 イグチ科

65ハナガサイグチ キイロイグチ属 イグチ科

66ヌメリコウジタケ ヌメリコウジタケ属 イグチ科

67コウジタケ ホルティボレトゥス属/ヤマドリタケ属 イグチ科

68アメリカウラベニイロガワリ ウラグロニガイグチ属/ヤマドリタケ属 イグチ科

69キアミアシイグチ キアミアシイグチ属/ヤマドリタケ属 イグチ科

70ダイダイイグチ クロキノボレトゥス属/ヤマドリタケ属 イグチ科

71キアシヤマドリタケ（池田仮称） ヤマドリタケ属 イグチ科

72ススケヤマドリタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

73ヤマドリタケモドキ ヤマドリタケ属 イグチ科

74アワタケ ヤマドリタケ属/アワタケ属 イグチ科

75アワタケ近縁種 ヤマドリタケ属/アワタケ属 イグチ科

76フモトニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

77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

78キニガイグチ キニガイグチ属/ニガイグチ属 イグチ科

79アシボソニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

80ウスキニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

81オオクロニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

82コゲイロニガイグチ（幸徳仮称） ニガイグチ属 イグチ科

83ニガイグチモドキ ニガイグチ属 イグチ科

84ニガイグチ属の一種1 ニガイグチ属 イグチ科

85ニガイグチ属の一種2 ニガイグチ属 イグチ科

86ミドリニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

87アカヤマドリ アカヤマドリ属/ヤマイグチ属 イグチ科

88クロヤマイグチ属の一種1 クロヤマイグチ属/ヤマイグチ属 イグチ科

89クロヤマイグチ属の一種2 クロヤマイグチ属/ヤマイグチ属 イグチ科

90カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科

91キチャハツ ベニタケ属 ベニタケ科

92クサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

93クロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

94ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科

95シロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科

96チシオハツ? ベニタケ属 ベニタケ科

97アイタケ ベニタケ属 ベニタケ科

98ウコンクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

99ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科

100シロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

101ヒビワレシロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

102リュウコクヒナベニタケ（小寺仮称） ベニタケ属 ベニタケ科

103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

104チチタケ チチタケ属 ベニタケ科

105オレンジアンズタケ（安藤仮称） アンズタケ属 アンズタケ科

106ヒナアンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科

107シロソウメンタケ シロソウメンタケ属 シロソウメンタケ科

108ウスタケ ウスタケ属/ラッパタケ属 ラッパタケ科

109モミジタケ イボタケ属 イボタケ科

110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

111キアシグロタケ近縁種 タマチョレイタケ属/オツネンタケモドキ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

112ウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

113ツヤウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

114ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

115アイカワタケ アイカワタケ属 ツガサルノコシカケ科

116ツガサルノコシカケ ツガサルノコシカケ属 ツガサルノコシカケ科

117カイメンタケ カイメンタケ属 ツガサルノコシカケ科/タコウキン科

118ニッケイタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科/タコウキン科

119ヒメオツネンタケ ヒメカイメンタケ属/オツネンタケ属 タバコウロコタケ科/タコウキン科

120ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

121カワラタケ シロアミタケ属/カワラタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

122シハイタケ シハイタケ属 ?科/タコウキン科

123ハカワラタケ シハイタケ属 ?科/タコウキン科

124ウズラタケ ウスキアナタケ属/ウズラタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

125コフキサルノコシカケ マンネンタケ属/コフキサルノコシカケ属 タマチョレイタケ科/マンネンタケ科

126ネンドタケ サビアナタケ属/キコブタケ属 タバコウロコタケ科

127ザラツキカタカワタケ ニセショウロ属 ニセショウロ科

128ネズミツチダマタケ ロスビーベラ属/アオゾメクロツブタケ属 イグチ科/ヒメノガステル科

129ロウタケ ロウタケ属 ロウタケ科/シロキクラゲ科

130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/キンカクキン科

131ニセキンカクアカビョウタケ ディケファロスポラ属 ルトストロエミア科/キンカクキン科

132ロクショウグサレキンモドキ ロクショウグサレキン属 ビョウタケ科

133ミミブサタケ ミミブサタケ属 ベニチャワンタケ科

134ナガエノチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

135ノボリリュウ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

136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

137ボタンタケ属の一種 ボタンタケ属 ニクザキン科

138アワタケヤドリタケ ヒポミケス属 ニクザキン科

139クロコブタケ アカコブタケ属 クロサイワイタケ科

140クモタケ ノムラエア属 バッカクキン科/スチルベラ科

※ウツボホコリ ウツボホコリ属 ウツボホコリ科

※エダナシツノホコリ ツノホコリ属 ツノホコリ科

※キフシススホコリ ススホコリ属 モジホコリ科

※クダホコリ クダホコリ属 ドロホコリ科

※ムラサキホコリ ムラサキホコリ属 ムラサキホコリ科


