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城川四郎菌類標本コレクション目録

秋山 幸也
城川四郎菌類標本コレクション目録

はじめに
城川四郎氏は 1926 年、福岡県福岡市で生まれ、三重県
立津中学校（旧制）に赴任したのを皮切りに高校教員とし

Ascomycota 子嚢菌門

て各地へ勤務し、神奈川県立愛川高等学校校長を最後に

Pezizomycotina チャワンタケ亜門

退職した。教職の傍ら、植物及び菌類の分類研究に携わり、

Eurotiomycetes エウロチュウム綱

特に菌類においては神奈川きのこの会の設立時からのメ

Eurotiales

ンバーとして活躍し、1986 年から 2016 年まで会長を務

Elapheomycetaceae

めた。また、神奈川県植物誌調査会においても 1979 年の

Elaphomyces sp. ツチダンゴ属 逗子市神武寺

会設立に加わり 1995 年から 2016 年まで代表として『神
奈川県植物誌』の調査活動及び編集、刊行事業を主導した。
この度、城川氏より菌類乾燥標本 1,086 点の寄贈を受
けた。当館はこれまで菌類標本としてまとまったコレク

エウロチウム目

2006.03.14

ツチダンゴ科

中島稔

Trichocomaceae マユハキタケ科

Trichocoma paradoxa Jungh. マユハキタケ 横須賀市
大楠山

1989.07.17

城川四郎

ションを所蔵していなかったこともあり、城川氏自身に
Leotiomycetes ズキンタケ綱

より採集または収集、同定された標本コレクションは学
術的意義が極めて大きい。本報では、城川氏が改めて標

Cyttariales

本と照合の上作成したデータベースを元に構成した目録

Cyttariaceae

を収載し、今後の利活用に供したい。
標本の同定及びデータベース入力にあたり多大なご尽
力をいただいた城川四郎氏に心より感謝の意を表する。

キッタリア目
キッタリア科

Cyttaria gunnii Berk. キッタリア アルゼンチン ウ
シュアイア国立公園
Helotiales

凡

例

（http://www.indexfungorum.org/）を参照している。た
だし、分類が未確定のものもあり、そうした種について
は上位タクソンの冒頭においてまとめて列記した。目以
下のタクソンの並びは、学名頭文字のアルファベット順

質

クロロキボリア科

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S.
Rama., Korf & L.R. Batra
キ

山梨県富士山太郎坊

Helotiaceae

ロクショウグサレキンモド
2010.09.12

城川四郎

ビョウタケ科

Ascoclavulina sakaii Y.Otani クチキトサカタケ 山北
町

丹沢地蔵平セキノ沢支流

1994.09.10

城川四郎

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf ムラサキゴムタケ

とした。
標本リストは次の順に記載した。
学名

島崎

ビョウタケ目

Chlorociboriaceae
本 目 録 の 分 類 体 系 は、 基 本 的 に Index Fungorum

2012.05.27

和名

採集地

採集年月日（西暦） 採集者名

大磯町

2006.11.16

城川四郎

Cordierites frondosus (Kobayasi) Korf クロハナビラタ

※採集地は、神奈川県内の場合は県名を省略した。

ケ

※上記項目のほか、必要な標本情報を付記している場合

渋沢丘陵

1992.02.02

1992.12.21

城川四郎

もある。
※相模原市立博物館の菌類標本データベースが未整備の
ため、標本番号は現状では付加していない。

伊勢原市日向薬師

1993.10.17

渡辺

澄；秦野市

城川四郎；秦野市渋沢丘陵

Cudoniella sp. ミズタマタケ（青木仮称） 横浜市新治
の森

2002.04.16

樺沢雄司

Neobulgaria pura (Pers.) Petr. ニカワチャワンタケ（ゴ
ムタケモドキ） 秦野市丹沢鍋割山稜
川四郎

1983.10.02

城

城川四郎菌類標本コレクション目録

Hyaloscyphaceae

散在

ヒナノチャワンタケ科

Dasyscyphella longistipitata Hosoya ブナノミシロヒナ
ノチャワンタケ

八王子市高尾山

1994.04.08

城川四

郎

Lachnum apalum (Berk. & Broome) Nannf.
ヒナノチャワンタケ
城川四郎；

平塚市霧降の滝付近

厚木市巡礼峠

Sclerotiniaceae

1993.06.27

2002.05.28

散在−２

樹 下 2002.04.07

市 川 敦 子； 中 井 町 古 怒 田 菅 原 神 社
城川四郎；横浜市児童遊園地

1994.06.16

2004.03.29

城川四郎

2004.03.29

Rhytismatales
Cudoniaceae

1090.07.27

城

城川四郎；秦野市

井上幸子；横浜市こども自然公園
イチョウ落

城川四郎

相模原市

丹沢蛭ヶ岳〜姫次 1982.06.13

箱根町海ノ平

城川四郎；

2002.05.11 滝田睦夫；横浜市こども自然

2004.04.28

城川四郎

Morchella elata Fr. Morchella elata Fries Complex オ
オトガリアミガサタケ

ホテイタケ科

Spathularia flavida Pers. ヘラタケ 山梨県富士山３合
1993.08.26

井上幸子；秦野

城川四郎；厚木市飯山観音前

2002.03.21

公園

城川四郎

リチスマ目

目 2012.09.16

葉

2002.03.17

2002.03.17

2004.03.29

Morchella costata Pers. ヒロメノトガリアミガサタケ

横須賀市大楠山
1993.07.25

横浜市児童遊園地

城川四郎；秦野市弘法山

城川四郎

Dicephalospora rufocornea (Berk. & Broome) Spooner

1990.07.15

イチョウ

Morchella conica Pers. Morchella elata Fries complex

城川四郎

市蓑毛

城川四郎；群馬県桐生市

サクラ

城 川 四 郎； 山 北 町 西 丹 沢 大 滝 峠

トガリアミガサタケ

ニセキンカクアカビョウタケ

山口義夫；厚木市七沢

2002.04.17

クキン 秦野市渋沢丘陵 コナラ果実に発生 1981.10.18

鍋割山麓ミズヒ沢

2002.05.28

2004.04.30

キンカクキン科

川四郎；横須賀市野比

山口義夫；静岡県裾野市水ヶ塚モミ

ハリミノ

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. ドングリキンカ

1989.07.17
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宇都宮正治；山梨県南アルプス北沢峠

城川四郎

横浜市児童遊園地イチョウ

2003.04.09

城 川 四 郎； 横 浜 市 児 童 遊 園 地 イ チ ョ ウ

2003.04.11

城川四郎；厚木市飯山観音

2002.03.17

井上幸子

Morchella esculenta (L) Pers. アミガサタケ 平塚市土
Pezizomycetes チャワンタケ綱
Pezizales

屋霊園付近

チャワンタケ目

Discinaceae

付近

1994.05.10

1994.05.10

石山金次郎；平塚市土屋霊園

石山金次郎；横浜市こども自然公園

2000.04.30 城川四郎；横浜市こども自然公園 2000.04.30

フクロシトネタケ科

Gyromitra infla (Schaeff.) Quél. トビイロノボリリュウ

城川四郎ｓ；横浜市英連邦外人墓地

（ヒグマアミガサタケ）山梨県富士山３合目

四郎；横浜市三ツ池公園

永田秀穂；秦野市

丹沢鍋割山稜

城川四郎；山梨県富士山二合目
山梨県富士山３合目
Helvellaceae

大丸

1981.11.01

1990.09.15

2012.08.25

1993.08.30
七宮

清；

宇都宮正治

ノボリリュウ科
1992.10.18

城川四郎

山

1992.06.14

2014.06.26

1994.06.24

奈良県

Morchellaceae

2014.07.10

葉

城川四郎

2000.05.26

2003.05.02

遠藤三枝；厚木市七沢

2000.04.30

2000.04.30

1996.04.22

2002.04.11

城川四郎；

城川四郎；横
城川四郎；平塚

城川四郎；横浜市こ

城川四郎

Morchella esculenta (L) Pers. var. umbrina (Bond.) Imai
横浜市こども自然公園

2002.04.11 城川四郎
市

アミガサタケ科

2000.05.26

サクラ落

城川四郎；静岡県裾野市水ヶ塚

モミ

遠藤三枝

Verpa digitaliformis Pers. テンガイカブリ 山梨県山中
湖付近

Morcella crassipes (Vent.) Pers. アシブトアミガサタケ
横浜市

城川四郎；横浜市

Morchella smithiana Cooke オオアミガサタケ 横浜

宇都宮正治

Disciotis venosa (Pers.) Arnould カニタケ 秦野市曲
1995.04.03

城川四郎；横浜市こ

サンゴジュ 2003.05.02

市土屋愛宕神社付近
ども自然公園

中島稔；中井町古

サクラ 2004.04.28

チャアミガサタケ

Helvella macropus (Pers.) P. Karst. ナガエノチャワン

松

2002.04.09

城川

三村浩康；東京

2002.04.10

浜市こども自然公園−２

城川四郎；大磯町坂田

城川四郎；山梨県御正体山

2002.94.14

横浜市こども自然公園−１

矢沢芳雄
タケ

ウメ・サクラ

こども自然公園

Helvella lacunose Afzel クロノボリリュウ 平塚市び
わ青少年の家周辺

怒田

ども自然公園

Helvella elastica Bull. アシボソノボリリュウ 秦野市
丹沢鍋割山

都調布市神代植物公園

2002.04.11

2000.05.05

中島

稔； 南 足 柄 市 足 柄 峠

1995.04.21 城川四郎
Pezizaceae

チャワンタケ科

Peziza micropus Pers. タヌキノチャワンタケ 大磯町
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高麗山

1990.10.25

Trichoderma cornu-damae (Pat.) Z.X. Zhu & W.Y.

山崎弘行

Peziza praetervisa Bres. フジイロチャワンタケモドキ
逗子市神武寺

1992.05.17

城川四郎

1991.04.10

Pyronemataceae

1989.10.26

城川四郎

エゾシカの糞に発生

2013.05.14

南足柄市二十一世紀の森

篠原

2000.10.21

ケ

静岡県富士西臼塚

檜洞丸

城川四郎

コガネムシタンポタ

2001.06.18

三村浩康

Purpureocillium atypicola (Yasuda) Spatafora, Hywel1993.07.18

クモタケ

鎌倉市源氏山

城川四郎

Sordariomycetidae
丹沢

1989.07.02

Ophiocordyceps neovolkiana (Kobayasi) G.H. Sung, J.M.

浄
相模原市

オサムシ

曽根正人・

Sowerbyella rhenana (Fuckel) J. Moravec キンチャワ
ンタケ

町田市野津田

Jones & Luangsa-ard

佐藤清吉

Hydnocystis japonica (Kobayasi) Trappe ウツロイモタ
ケ

瀬戸

オフィオコルディケプス科

Sung, Hywel-Jones & Spatafora

Cheilymenia fimicola (Bagl.) Dennis マキバノチャワン
北海道上川町

Ophiocordycipitaceae
タケの無性世代

ピロネマキン科

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel ヒイロチャワンタケ

タケ

1999.10.21

Ophiocordyceps entomorrhiza の anamorph

城川四郎

秦野市渋沢丘陵

新潟県長岡市

幾喜

Peziza vesiculosa Bull. オオチャワンタケ 秦野市渋沢
丘陵

Zhuang カエンタケ

1976.10.17

城川四

Boliniales

フンタマカビ亜綱

ヘタタケ目（ボリニア目）

Boliniaceae

ヘタタケ科（ボリニア科）

Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill. クロコバンタ

郎

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers タルゼ
ッタ・カティヌス

静岡県椹島

2005.07.10

城川四郎

Sarcoscyphaceae ベニチャワンタケ科

Philipsia domingensis Paden ニクアツベニサラタケ
大和市つきみ野

1993.10.12

自然教育園 1994.06.12
付近

2008.10.16

城川四郎；横須賀市馬堀

城川四郎；平塚市霧降りの滝

ケ

東京都多摩市桜ケ丘公園

東京都多摩市桜ケ丘公園
Diaporthales

ディアポルテ目

Gnomoniaceae

グノモニア科

城川四郎；

城川四郎

Gnomonia hsienjenchang Hino et Katumoto 仙人杖（こ
の菌に侵され黒化した竹稈の呼称） 秦野市千村
2002.02.24

城川四郎

1990.07.08

1991.07.07

城川四郎

Sacroscypha vessiljevae Raitv. ヨソオイチャワンタケ
静岡県富士山西臼塚
磯実習学校

1003.09.12

1995.05.06

Tuberaceae

Xylariales

城川四郎

セイヨウショウロ科

秦野市曽屋

2013.10.14

城川四郎 標記学名は

Index Fungorum では Current Name として認めてい

Tuber sp. マルミノチャセイヨウショウロ（城川仮称）
神奈川キノコの会会報「くさびら」№ 26 記載
八王子市

高尾山

2014.08.31

東京都

城川四郎

アカコブタケ科（ヒポキシロン科）

Hypoxylon dieckmannii Theiss. 和名なし 逗子市神武
寺

1991.04.28

城川四郎

Hypoxylon howeanum Peck ヒメアカコブタケ 平塚
市山入

ない。

クロサイワイタケ亜綱

クロサイワイタケ目

Hypoxylaceae

Tuber indicum Cooke & Massee イボセイヨウショウ
ロ

Xylariomycetidae

城川四郎；大磯町大

1995.08.17

城川四郎

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin
コブタケ

オオミ

東京都多摩市桜ケ丘公園 1995.09.10

城川

四郎

Rosellinia necatrix Berl. ex Prill シロモンパビョウキ
Sordariomycetes
Hypocreales

フンタマカビ綱

ボタンタケ（ニクザキン）目

Cordycipitaceae

Cordyceps militaris (L.) Fr. サナギタケ 山北町檜洞丸
取山

1992.05.09

城川四郎；大磯町鷹

城川四郎

Isaria cicadae Miquel ツクツクボウシタケ 愛川町八
菅山

2013.09.14

Hypocreaceae

宇都宮正治

ボタンタケ科

郎；逗子市神武寺

1991.04.28

1991.10.17

城川四

城川四郎

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. マメザヤタケ 大和

ノムシタケ科

登山道（つつじ新道） 1979.07.22

ン（白紋羽病菌） 大磯町高麗山

市上和田

1992.06.29

城川四郎

Xylariaceae クロサイワイタケ科

Annulohypoxylon truncatum (Starbäck) Y.M. Ju, J.D.
Rogers & H.M. Hsieh クロコブタケ 二宮町吾妻山
1990.10.28

城川四郎；茅ケ崎市

郎；相模原市津久井城山

1988.11.20

1989.06.25

城川四郎

城川四

城川四郎菌類標本コレクション目録

Daldinia childiae J.D. Rogers & Y.M. Ju チャコブタケ
大和市つきみ野
1990.07.17

1993.07.17

城川四郎；埼玉県狭山台

富永時任；相模原市津久井城山

1989.06.25

城川四郎

Calvatia boninensis S. Ito & S. Imai オオノウタケ 平
塚市南金目神社付近

2014.09.18

城川四郎

Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr.ex De Toni ノウタ

城川四郎

Daldinia fissa Lloyd
1992.01.25

ツボミタケ

湯河原町天照山

城川四郎；清川村宮ケ瀬

1990.10.27

ケ（未熟菌） 秦野市弘法山
山

勢原市

大山下社付近

1988.09.18

1986.07.18

城川四郎；伊

城川四郎

Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan スミレホコリタ

崎弘行

Entonaema liquescens Möller
市津久井城山
城山

15

1994.09.18

1989.06.25

ホウズキタケ

相模原

城川四郎；相模原市津久井

ケ

東京都立川市

内野郁夫

Calvatia nipponica Kawam. ex Kasuya & Katum. オニ
フスベ

城川四郎

2008.10.16

大磯町高麗山

1997.09.24

城川四郎

Chlorophyllum alborubescens (Hongo) Vellinga イロガ
Taphrinomycotinia
Neolectomycetes
Neolectales

タフリナ亜門

ワリシロカラカサタケ；厚木市七沢 1990.11.05

ヒメカンムリタケ綱

広宣；秦野市渋沢丘陵

ヒメカンムリタケ目

Neolectaceae

相原

ヒメカンムリタケ科
静岡県熱海市日金山

2007.11.09

郎；福島県会津若松市花春町御薬園

城川四

2007.11.20

井上

城川四郎

カラカサタケ

秦野市渋沢

城川四郎；秦野市渋沢
自然観察の森

竹林

1/2

2003.07.24

1990.09.06

2003.07.24

城川四郎；横浜市

西川文敏

Crucibulum leave (Huds.) Kambly ツネノチャダイゴケ

幸子

秦野市
Basidiomycota
Agaricomycotina

イゴケ

ハラタケ綱

Agricomycetidae

ハラタケ亜綱

世田谷区

大磯町高麗山
仏果山

1995.09.03

1998.07.15

1993.11.30

城川四郎；愛川町

東

城川四郎；逗子市神武寺

城川四郎；平塚市土屋

1992.06.25

城川

Agaricales

ハラタケ目

模原市津久井城山

1991.06.20

城川四郎；

城川四郎；東京都
井口

潔

2014.06.26

城川四郎

Cystodermella japonica (Thoen & Hongo) Harmaja オ
オシワカラカサタケ

秦野市渋沢丘陵

川四郎；厚木市七沢

1989.10.30

サタケ

1983.10.16

城

富永時任

Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G.
Moreno & Consiglio
河口湖登山道日
Agaricaceae

オシロイシメジ

2008.09.25

山梨県富士山

城川四郎

1997.06.13

城川四郎

Agaricus dulcidulus Schulzer
愛川町八菅山

2002.10.06

2003.07.17

コムラサキモリノカサ

城川四郎；平塚市霧降の滝

2001.09.15

2002.09.15

城川四郎

城川四郎

城川四郎

Agaricus subrutilescens (Kauffman) Hotson & D.E.
ザラエノハラタケ

平塚市琵琶 2003.06.19

ワタカラカサタケ（コゲ

イロワタカラカサタケ型） 葉山町南郷上ノ山公園
城川四郎；山梨県富士太郎坊

城川四郎；清川村札掛

1991.10.24

Lepiota subcitrophylla Hongo
鎌倉市源氏山

1998.07.27

2005.09.04

山崎弘行

キヒダカラカサタケ

城川四郎

Lycoperdon asperum (Lév.) Speg. コツブダンゴタケ
山梨県富士山太郎坊

城川四郎

Agaricus moelleri Wasser ナカグロモリノカサ 相模
原市中央緑地

葉山町

Lepiota magnispora Murrill
2002.09.15

ハラタケ科

Agaricus campedtris L. ハラタケ 開成町酒匂川パー
芝生

清川村丹沢堂平 1992.10.18

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. キツネノカラカサ

所属科未確定

Stuntz

馬事公苑

2008.08.31

Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon トゲミノカラカ

四郎

付近

城川四郎

Cyathus striatus (Huds.) Willd. スジチャダイゴケ 相

Peniophorella rude (Bres.) K.H.Larss. ミナミコメバタ
丹沢

1985.09.01

鎌倉市鎌倉中央公園 2012.09.22

鎌倉市鎌倉中央公園

所属目、科未確定
ケ

丹沢名鍋割山稜

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni ハタケチャダ

担子菌門
ハラタケ亜門

Agaricomycetes

ク

城川四郎；町田市

Chlorophyllum neomastoideum (Hongo) Vellinga ドク

Neolecta vitelline (Bres.) Korf & J.K. Rogers ヒメカン
ムリタケ

1991.10.06

1994.10.01

横内

王子市南高尾

2008.09.07

1989.10.22

城川四郎

1/3；八

城川四郎

Lycoperdon candatum J. Schröt. アラゲホコリタケモ
ドキ

平塚市万縄の森

2006.10.19

城川四郎

Lycoperdon lividum Pers. キホコリタケ 逗子市二子

16

秋 山 幸 也

山

1991.10.20

山

城川四郎

Lycoperdon nigrescens Pers. クロホコリタケ 平塚市
南金目神社付近

2014.09.18

城川四郎

1991.10.12

大磯町鷹取山

子；平塚市霧降りの滝付近

1996.06.13

2014.10.16

アカ
市川敦

小海町松原湖
1991.07.29

2012.08.25

2007.07.08

宇都宮正治；長野県

城川四郎；鳥取県伯耆大山

2003.11.18

ノホコリタケ 茨木県水戸市大湊町

2001.10.02

城川

四郎（Index Fungorum では変種として認めず次のア

新潟県寺泊町砂丘地
Amanitaceae

2001,11.23

安達ユリ子；新潟県

城川四郎
2007.07.22

1976.09.12

ルタケ（フクロツルタケ） 秦野市渋沢丘陵

1979.08.04

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée,
1993.09.12

ヤギタケ

Amanita muscaria (L.) Lam. ベニテングタケ 埼玉県
1997.10.07

城川四郎

梨県富士山太郎坊

1993.10.24

ニオイドクツルタケ

厚木市巡礼峠 1989.09.24

四郎；秦野市

小丸尾根

1985.09.01

城川

城川四郎

Amanita pseudogemmata Hongo イボコガネテングタ
逗子市神武寺

2000.07.09

城川四郎

清川村宮ケ瀬

1993.10.29

山梨県富士山３合目

石山金次郎

2012.09.11

2009.07.14

城川四郎

2002.08.27

城川四郎

コガネヌメリガサ（キヌメリガサの変種） 山梨県富士
1996.09.30

Lyophyllaceae

城川四郎

シメジ科

川崎市多摩区

1992.07.03

鈴木正巳

市七沢

1992.10.20

城川四郎

Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner

2014.08.23

宇都宮正治

ノドクツルタケ
郎；清川村宮ケ瀬

横須賀市大楠山
1991.09.29

1989.07.14

Mycenaceae

城川四

山口育子；大磯町高麗

2000.10.21

城川四郎

1996.09.30

山

瀬戸幾喜

クヌギタケ科

Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. ニオイアシナガタケ
秦野市渋沢丘陵

1973.10.07

城川四郎

Mycena galericulata (Scop.) Gray クヌギタケ 横浜市
2014.05.23

中島

稔

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. チシオタケ 大
2007.11.15

城川四郎

Mycena laevigata (Lasch:Fr.)Gillet
ケ

Amanita subjyunquillea var. alba Zhu L. Yang アケボ

スミゾメシメジ

Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo ホンシメジ

磯町高麗山

Amanita rubrovolvata S. Imai ヒメベニテングタケ
山梨県北杜市瑞牆山

宇都宮正治

Hygrophorus leucophaeus (Scop.)Fr. ブナヌメリガサ

三保市民の森

Amanita roseolamellata A.E. Wood バライロツルタケ
静岡県天城峠〜三蓋山

石井泰次郎

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. ヒメサクラシメジ

梨県 富士山麓

Amanita oberwinklerana Zhu L. Yang & Yoshim. Doi
丹沢

静岡県富士山西臼塚

城川四郎

南足柄市二十一世紀の森

城川四郎

ケ

城川四郎

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer ハタケシメジ 厚木

城川四郎

Amanita clarisquamosa (S. Imai) S. Imai シロウロコツ

両神山

1993.09.12

城川四郎；静岡県富士山西臼塚

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar ヤグラタケ

城川四郎

Amanita citrina Pers. コタマゴテングタケ 秦野市渋
沢丘陵

2001.06.18

太郎坊

Amanita alboflavescens Hongo キウロコテングタケ
相模原市津久井城山

県精進湖

Hygrophorus lucorum var.speciosus (Peck) Krieglst.

テングタケ科

2009.08.27

城川四郎

ヌメリガサ科

新潟県巻機山

安達ユリ子

Amanita abrupta Peck タマシロオニタケ 相模原市
石老山

Hygrophoraceae

2002.09.22

Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. シモフリヌメリガサ

ラナミケシボウズタケと区別しない）

Tulostoma fimbriatum Fr. アラナミケシボウズタケ
2003.03.26

横浜市四季の森公園

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. ウコンガサ 山

城川四郎

Tulostoma fimbriatum var. campestre G.Moreno ナガエ

寺泊日

タケ

Grandjean & Maire

城川四郎

Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire コガネタケ 山梨県
道志村

城川四郎

Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon ハダイロガサ 山梨

城川四郎

Nidula niveotomentosa (Henn.) Lloyd コチャダイゴケ
山梨県富士山２合目

Limacella sp. アシマダラヌメリカラカサタケ（城川仮

Limacella subglischra (S. Imai) S. Ito ヌメリカラカサ

宮内信之助

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel
ヒダカラカサタケ

城川四郎

称）検証キノコ新図鑑記載種 逗子市神武寺 2010.09.25

Lycoperdon perlatum Pers. ホコリタケ（キツネノチャ
ブクロ） 新潟県

1989.10.15

八王子市南高尾

1999.03.07

センボンクヌギタ
城川四郎

Mycena pura (Pers.) P. Kumm. サクラタケ 秦野市渋
沢丘陵

2002.10.10

城川四郎

Mycena sp. ウスキブナノミタケ 秦野市 丹沢鍋割山

城川四郎菌類標本コレクション目録

稜

ブナ果実

Pleurotaceae

1978.10.22

横浜市都築公園

城川四郎

相模原市津久井城山 2014.06.29

市霧降りの滝付近

1998.07.16

市北野

田高大太郎

1995.06.05

ツチヒラタ

城川四郎；平塚

城川四郎；埼玉県新座

大磯町高麗山

1998.08.20

検証キノコ新図鑑 p6 記載種

1990.06.20

本きのこ図版№ 301 静岡県網代 2004.05.18 城川四郎

Hohenbuehelia sp. ハイクロヒメムキタケ 鎌倉市中央
2006.06.25

城川四郎 2/2

検証キノコ新図鑑資

料標本

2/2

2006.07.08

山田宗樹

世田谷区

馬事公苑

1991.06.20

井口

潔

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. ウスヒラタケ 秦野
市弘法山

1988.09.18

Tricholomataceae

シロソウメンタケ科

丹澤天王寺尾根
1991.07.10

Bolbitiaceae

ホテイシメジ

長野県小海町松

2002.10.11

1996.10.17

城川四郎；山梨県富士山２合目

近

市神武寺

2007.10.07

2015.10.15

小野均
城川四郎

2015.10.10

同封記録紙参照；逗子

Clitocybe sp. シロゲカヤタケ（長沢仮称）シロケシメ

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod フミヅキタケ 秦野市
千村

1998.04.30

城 川 四 郎； 厚 木 市 愛 名 緑 地

城川四郎

Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo キオキナタケ 相
模原市中央緑地

2004.06.13

城川四郎；秦野市曲松

芝生に発生

四郎；秦野市渋沢丘陵

2004.06.11

シダンゴ山

川村

丹沢

堂平

のこ図版№ 50

保坂剛

Tricholoma atrosquamosum Sacc.

クロゲシメジ

山

諸星清

Tricholoma maculatipus Hongo アザシメジ 相模原市
武田敏夫

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. ミネシメジ
相模原市津久井城山

城川四郎

2000.09.23

清

中村広明

1996.10.20

畑

2004.06.12

城川

ミヤマトンビマイ科

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. マツノネクチタケ
北海道上川町

2010.06.04

レンガタケ

佐藤清吉

山梨県精進湖付近

山２合目

2007.10.15

城川

城川四郎

ミヤマイチメガサ

秦野市渋沢丘陵

東京都小平市

津久井城山

1996.07.22

1991,04.04

Conocybe intermedia Kühner

郎；清川村宮ケ瀬

1995.10.01

城川四郎

松 1997.06.05 城川四郎；秦野市曲松 芝生 2017.08.12

ジモドキ（青木仮称） 検証キノコ新図鑑 p15 記載種

梨県富士山３合目

城川四郎；平塚市霧降の滝付

Heterobasidion orientale Tokuda, T. Hatt. & Y.C. Dai

城川四郎

1990.09.24

横浜

城川四郎

Bondarzewiaceae

2012.06.24

タマムクエタケ

四郎 2/2

Clitocybe sp. コゲチャカヤタケ（城川仮称） 真鶴町間
鶴半島

山崎弘行

Conocybe sp. ネナガコガサタケ（青木仮称） 日本き

城川四郎

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. ナラタケ 厚木市
七沢

1981.08.16 城川四郎

オキナタケ科

市四季の森

松田町寄

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni,
2015.07.06

山口育子

Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav. ツチイチメガサ

城川四郎

キシメジ科

Moncalvo & Vilgalys

1996.09.30

Conocybe apala (Fr.) Arnolds キコガサタケ 秦野市曲

検証キノコ新図鑑資料標本 s

Pleurotus cystidiosus O.K. Mill. オオヒラタケ 東京都

原湖

Clavariaceae

1095.06.25

Hohenbueherlia sp. チチブクロヒメムキタケ（城川仮
称） 埼玉県奥秩父不動滝方面

城川四郎

Agrocybe arvalis (Fr.) Singer

城川四郎

Hohenbuehelia sp. シラゲヒメムキタケ（青木仮称）日

公園

2007.10.07

横浜

Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. カキシメジ 山梨県

園

城川四郎

平塚市高根

市四季の森

検証キノコ新図鑑 p25 記載

Clavaria rosea Fr. ベニセンコウタケ 平塚市海浜公

相模原市中央緑地

Hohenbuehelia sp. ワタゲヒメムキタケ（青木仮称）類
似種

佐藤文雄

Clavaria fragilis Holmsk. シロソウメンタケ 清川村

城川四郎

Hohenbuehelia sp. コミノヒメムキタケ（城川仮称）
2010.08.01

きのこ図版№ 1572

富士山三合目

Hohenbuehelia silvana (Sacc.) O.K. Mill. ナガミノシジ
ミタケ

1992.10.25

Tricholoma sp. オオハダイロシメジ（青木仮称） 日本

ヒラタケ科

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer
ケ

17

城川四郎

Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. アイシメジ

2008.09.07

1995.10.10

1996.08.15

2001.07.21

城川四

山口喜盛；山梨県富士

城川四郎；山梨県富士山太郎坊

城川四郎；埼玉県奥秩父

2006.07.09

城

川四郎
Cortinariaceae

フウセンタケ科

Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. アカツブフウセンタケ
東京都奥多摩

1998.09.27

城川四郎

Cortinarius collinatus (Sowerby) Gray ツバアブラシメ
ジ

山梨県富士山 2 合目

1992.10.12

城川四郎

18

秋 山 幸 也

Cortinarius galeroides Hongo
ケ

大磯町鷹取山

トガリニセフウセンタ

1991.06.09

山梨県富士山五合目

1994.08.10

城川四郎

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet ムレオオフウセ
ンタケ

津久井町川尻

2010.10.22

大涌谷

1992.10.18

2002.09.08

城川四郎；箱根町

Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet
1991.09.20

アカヒダササ
城川四郎

Cortinarius traganus (Fr.) Fr. オオウスムラサキフウセ
ンタケ

山梨県富士山三合目

2012.09.16

宇都宮正治

Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. モリノフジイロタケ
秦野市渋沢丘陵
Entolomataceae

2003.10.23

秦野市渋沢丘陵 1976.09.04

土山峠

1992.08.19

1997.09.05

城川四郎；清川村

永田秀穂；山梨県富士山２合目

石山金次郎；八王子市高尾山

2006.08.27

Entoloma calongei (E. Horak & G. Moreno) Noordel. &
Co-David

エントロマ・カロンゲイ

2006.07.15

中島

東京都日比谷公

メハルシメジ） 中井町

梅林

1994.05.02

城川四郎

Entoloma depluens (Batsch) Hesle カクミノコナカブ
鎌倉市源氏山

1993.07.18

城川四郎

Entoloma incanum (Fr.) Hesler キイロウラベニタケ
検証キノコ新図鑑 p110 記載種 南足柄市大雄山、明神
岳登山路

2013.10.10

逗子市神武寺

市御殿場口

1988.10.09

2002.09.08

Hydnangiaceae

城川四郎；山梨県富士

城川四郎

ヒドナンギュウム科（Laccariaceae キツ

Laccaria amethystea Cooke ウラムラサキ 横浜市瀬
1992.11.09
1992.07.03

川島精一

４胞子性

Laccaria murina S. Imai ギンコタケ 富士山梨県富士
山２合目

1998.08.10

石山金次郎

Laccaria vinaceoavellanea Hongo カレバキツネタケ
大和市上和田
合目

2002.05.13

城川四郎；静岡

市川敦子

1996.09.15

城川四郎

Gymnopilus sp. ハグロチャツムタケ（青木仮称）日本
きのこ図版№ 1234、検証キノコ新図鑑 p101 記載
模原市津久井城山
比

1994.09.04

1994.09.18

城川四郎；厚木市愛名緑地

城川四郎；埼玉県新座市北野
大磯町大磯実習学校

Inocybaceae

相

城川四郎；横須賀市野
1995.06.18

1995.06.25
田高大太郎

ミドリスギタ

1995.07.09

城川四郎

アセタケ科

Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. マルミノチャ
ヒラタケ

横須賀市馬堀自然教育園 1994.06.12

四郎：秦野市

鍋割山稜

1998.05.15

城川

城川四郎

ケ

浦和市南部領辻

つきみの

1992.06.29

1995.05.08

田高大太郎；大和市

城川四郎

平塚市万縄の森

1998.10.15

城川四郎

Crepidotus sp. ウスキマルミノチャヒラタケ（城川仮称）
横浜市舞岡公園
園

1992.06.25

2011.10.16
城川四郎

城川四郎；平塚市土屋霊

検証キノコ新図鑑 p107 記

載

Crepidotus sulphurinus Imazeki & Toki フジチャヒラ
大磯町高麗山

1998.08.20

城川四郎

Inocybe asterospora Quél. カブラアセタケ 大磯町高
麗山

1998.08.20

1995.07.09

城川四郎；大磯町大磯実習学校

城川四郎；大和市上和田

川四郎；平塚市万縄の森

2005.19.20

1993.07.15

城

城川四郎

1993.07.12

2005.08.15

相模原市津久井城山

2007.07.22

城川四郎

Inocybe calospora Quél. ハリアセタケ 横浜市舞岡

瀬戸幾喜

Laccaria laccata (Scop.) Cooke キツネタケ 東京都代々
木

県駿東郡位牌岳

1998.05.15

Inocybe calamistrata (Fr.) Gillet アオアシアセタケ

ネタケ科）
谷

鍋割山

Gymnopilus liquiritiae (Pers.) P. Karst. チャツムタケ

タケ

城川四郎

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. クサウラベニタ
ケ

丹沢

Crepidotus sepiarius Peck セピアコナカブリモドキ

稔

Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. シメジモドキ（ウ

リ

秦野市

Crepidotus badiofloccosus S.Imai クリゲノチャヒラタ

城川四郎

園

四郎

ケ

イッポンシメジ科

城川

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton オオワライタケ

Gymnopilus aeruginosus (Peck) Singer

城川四郎

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. ヒカゲウラベニ
タケ

埼玉県毛呂山町鎌北湖 2010.04.22

静岡県富士山西臼塚

城川四郎

タケ山梨県富士山太郎坊

ユノコガサ

城川四郎

Cortinarius salor Fr. ムラサキアブラシメジモドキ
山梨県富士山御殿場口

ヒメノガステル科

Galerina heterocystis (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer フ

市川敦子

Cortinarius livido-ochraceus (Berk.) Berk. アブラシメ
ジ

Hymenogastraceae

高橋利定

城川四郎；山梨県富士山三

2014.09.13

城川四郎

Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. シロトマヤタケ
山梨県富士山太郎坊

2004.09.04

城川四郎

Inocybe kobayasii Hongo コバヤシアセタケ 大和市
上和田

1993.07.15

城川四郎

Inocybe leptoclada Takah. Kobay. & Courtec. モモエノ
トマヤタケ

相模原市中央緑地

2004.06.13

城川四郎

城川四郎菌類標本コレクション目録

Inocybe nodulosospora Kobayasi コブアセタケ 大和
市泉の森

1992.06.29

1993.07.15

城川四郎

秦野市

櫟山

秦野市渋沢
1978.09.23

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. ビロードムクエ
タケ（青木仮称） 横浜市こども自然公園
城川四郎；横浜市こども自然公園

2009.08.20

2012.09.09

城川四

2001.11.04

城川四郎

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill ニセホウ
ライタケ

厚木市七沢

1988.07.24

城川四郎

城川四郎

秦野市丹沢小丸尾根

城川四郎；秦野市渋沢丘陵

城川四郎；大磯町高麗山
1993.07.01

2001.06.17

城川四郎

2004.08.28

大磯町高麗山

1999.11.18

城川四郎

城川四郎

城川四郎；鎌倉市鎌倉中央公園

城川四郎；鎌倉市鎌倉中央公園

2008.08.31

秦野市千村頭高山

城川四郎

2003.07.09

2008.08.31
城川四郎；

Marasmius sp. シロシバフタケ（青木仮称）
｛検証キノ
鎌倉市源氏山
苑

1993.07.18

1995.07.02

市神武寺
1991.10.07

Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. ミヤマオチ

城

城川四郎；横浜市こども自然公園

2006.07.27

城川四郎；南足柄市中沼

1993.10.09

1994.09.04

1991.09.26

城川四郎；逗子

城川四郎；相模原市津久井町

富所富雄 ; 秦野市弘法山

四郎；平塚市万縄の森

城川四郎；

城川四郎；世田谷区馬事公

横内広宣；横須賀市野比

Marasmius capitatus Har. Takah. スギノオチバタケ

1998.08.20

本きのこ図版№ 112、検証キノコ新図鑑記載｝ 愛川町

コ新図鑑記載種｝秦野市千村

Gerronema atrialbum (Murrill) Borovička & Kolařík
ヒロヒダタケモドキ

1976.09.04

川四郎；平塚市土屋

2012.09.9

ホウライタケ科

Baeospora myosura (Fr.) Singer ニセマツカサシメジ
厚木市飯山観音

1998.05.06

Marasmius sp. トゲシロホウライタケ（青木仮称）
｛日
八菅山

郎
Marasmiaceae

城川四郎

Marasmius siccus (Schwein.) Fr. ハリガネオチバタケ

城川四郎

Inocybe umbratica Quél. シロニセトマヤタケ 大和市
つきみ野

2004.09.12

Marasmius purpureostriatus Hongo スジオチバタケ

城川四郎

Inocybe praetervisa Quél. ニセアセタケ 平塚市土屋
1993.04.01

公園

19

2012.07.19

1988.09.18

城川

城川四郎

城川四郎；厚木

Marasmius sp. トゲホウライタケ（青木仮称）
｛日本き

市七沢 1993.10.24 城川四郎；大磯町高麗山 1998.08.20

のこ図版№ 270, 検証キノコ新図鑑記載｝ 真鶴町真鶴

城川四郎

半島

バタケ

真鶴町真鶴半島

2005.06.26

Marasmius maculosus Har. Takah. マダラホウライタ
ケ

鎌倉市鎌倉中央公園

市こども自然公園
実習学校

2008.08.31

2008.09.21

1995.07.09

城川四郎；横浜

城川四郎；大磯町大磯

1993.07.15

城川四郎

1995.06.16

城川四郎

（ヒカゲオチバタケ） 大磯町鷹取山
1995.10.18

の滝付近 2007.10.10
辺

1996.09.19

2001.09.06

城川

城川四郎；平塚市霧降

城川四郎；平塚市霧降りの滝周

Marasmius opulentus Har. Takah カエンオチバタケ
野比

1994.09.04

2008.08.31

城川四郎；横須賀市

城川四郎；平塚市土屋

城川四郎；平塚市南金目
城川四郎；平塚市土屋

金目神社付近

1993.09.02

1993.07.01
2001.09.20

城川四郎

Marasmius pulcherripes Peck ハナオチバタケ 平塚
市びわ青少年の家フィールド 1995.05.18
平塚市土屋

1993.07.01

1999.09.16

城川四郎

タケ

相模原市中央緑地

城川四郎；

城川四郎 ; 葉山町南郷上ノ山

2001.09.15

城川四郎

クヌギタケ科

Panellus serotinus (Pers.) Kühner ムキタケ 群馬県尾
2003.10,05

永田秀穂

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst ワサビタケ 伊勢原
市大山

1995.05.17

城川四郎

Favolachia geratina Har. Takah. & Degawa ニカワラ
ッシタケ

検証キノコ新図鑑 p58 記載種

市成瀬かしのき山公園

城川四郎

鎌倉市鎌倉中央公園

（ 検 証 キ ノ コ 新 図 鑑 記 載 ）平 塚 市 南 金 目 神 社 付 近

瀬

Marasmius occulatus Har. Takah. ヒカゲオチエダタケ
四郎；秦野市千村

Marasmius sp. ハダイロハリホウライタケ（城川仮称）

Mycenaceae

Marasmius nivicola Har.Takah. ユキホウライタケ 秦
野市弘法山

城川四郎

Tetrapyrgos nigripes (Fr.) E. Horak アシグロホウライ

城川四郎

Marasmius maximus Hongo オオホウライタケ 大和
市上和田

2014.06.22

市大楠山

1989.07.16

2009.07.12

城川四郎

2002.09.29

東京都町田

城川四郎；横須賀

城川四郎；静岡県沼津市民の森

Omphalotaceae ツキヨタケ科

Gymnopus acervatus (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H.
Petersen

カブベニチャ

1992.07.26

城川四郎

山梨県富士山３合目

Marasmiellus candidus (Fr.) Singer シロホウライタケ
厚木市飯山観音

1990.09.16

城川四郎

20

秋 山 幸 也

Marasmiellus chamaecyparidis (Hongo) Hongo ヒノキ
オチバタケ

福島県いわき市

Physalacriaceae

2008.07.14

城川四郎

タマバリタケ科

アオキオチバタケ 逗子市神武寺 1992.05.17

城川四郎；平塚市高根 1990.06.21

浜口哲一

みの

1992.06.29

1990.07.08

城川四郎

城川四郎

R.H. Petersen オキナツエタケ 横浜市舞岡 2014.09.13
城川四郎；横浜市こども自然公園
1991.10.15

桜 ケ 丘 公 園 1993.09.05
1993.10.14

1998.97.19

城川四

城川四郎；東京都多摩市

城 川 四 郎； 秦 野 市 千 村

Hymenopellis japonica (Dörfelt) R.H. Petersen マルミ
厚木市七沢

県富士３合目
1998.09.27

座間市谷戸山公園 2003.11.15
2000.11.19

1991.19.14

1991.10.05

山口育子；山梨

富所富雄；鎌倉市源氏山

城川四郎；秦野市渋沢

1998.06.25

城川

ナヨタケ科（イタチタケ科）

1992.06.29

城 川 四 郎； 平 塚 市 土 屋

城 川 四 郎； 山 北 町 丹 沢 檜 洞 丸 周 辺

1992.06.17

城川四郎

Coprinellus radians (Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
大和市つきみ野 1993.07.15

城川四郎

Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder オオツブザラミ
ノヒトヨタケ

二宮町

1993.11.07

市川敦子

Coprinellus sp. ミヤマザラミノヒトヨタケ（青木仮称）
ザラミノヒトヨタケモドキ C.echinospora と同種とす
る見解あり

平塚市南金目神社付近 2005.09.15

城川

Coprinopsis cineraria (Har. Takah.) Örstadius & E. Larss.
ハイイロイタチタケ

鎌倉市六国見山

川四郎；平塚市びわ青少年の家

2002.06.23

2001.06.21

城

城川四郎

Coprinopsis kimurae (Hongo & Aoki) Redhead, Vilgalys
& Moncalv マルミノヒトヨタケ 平塚市土屋 1993.07.01

四郎

城川四郎 ; 平塚市土屋

古い畳に発生

Petersen ブナノモリツエタケ 静岡県椹島

2005.05.15

城川四郎 ; 大磯町大磯実習学校

城川四郎；清川村

城川四郎

川四郎

丹沢

堂平

2000.09.23

Mucidula mucida (Schrad.) Pat. ヌメリツバタケ 小田
原市城址公園

2014.09.28

城川四郎

Hora) Singer

マツカサキノコモドキ

2000.11.19

2003.12.09
Pluteaceae

真鶴町真鶴半

城 川 四 郎； 座 間 市 谷 戸 山 公 園

町真鶴半島

1988.10.11

2003.11.03

城川四郎；真鶴

1994.05.19

城川四郎

縄の森

2006.10.19

2015.07.06

城川四郎；平塚市万

厚木市七沢

ニオイコナヒトヨタケ

1995.05.06

大磯町大磯実習学

城川四郎

タケ
屋

秦野市弘法山

1993.10.08

1992.10.09

クズヒトヨ

城川四郎 ; 平塚市土

城川四郎

2003.08.26

ネナガノヒトヨタケ

平塚市土屋

1993.07.01

城川四

Cystoagaricus strobilomyces (Murrill) Singer クロヒメ
オニタケ 横浜市こども自然公園 2012.09.09 城川四郎

Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius & E.

城川四郎

Pluteus pantherinus Courtec. & M. Uchida ヒョウモン
ウラベニガサ

Moncalvo

郎

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. ウラベニガサ
長野県小海町松原湖

Coprinopsis narcotic (Batsch) Redhead, Vilgalys &

Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

城川四郎

Pluteus auratiorugosus (Trog) Sacc. ヒイロベニヒダタ
平塚市山入

城

城川四郎

Coprinopsis patouillardii (Quél.) Gminder

ウラベニガサ科
厚木市飯山観音

1995.05.06 採集者

Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys &

校

城川四郎

Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner クロフチシ
カタケ

1993.06.04

Moncalvo ヒメコナヒトヨタケ 平塚市土屋 1993.11.04

Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex

ケ

瀬戸幾喜

1992.11.04

Hymenopellis orientalis (R.H. Petersen & Nagas.) R.H.

島

城川

四郎

城川四郎

ノツエタケ

Psathyrellaceae

コキララタケ

Hymenopellis amygdaliformis (Zhu L. Yang & M. Zang)

郎；厚木市七沢

シロフクロタケ

Johnson キララタケ 大和市泉の森 1993.05.18 城川

Gloiocephala sp. スギカワタケ（石川・青木仮称） 松
1998.04.03

Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo

四 郎； 大 和 市

2014.04.14

城川四郎

城川四郎；大和市つき

Flammulina velutipes (Curtis) Singer エノキタケ 長

田町尺理峠

2001.07.13

城川四郎；平塚市霧

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq.

城川四郎

野県軽井沢千瀧

2010.08.19

城川四郎；東京都

厚木市順礼峠 1993.06.27

多摩市桜ヶ丘公園

大磯町高麗山

四郎；横浜市瀬谷市民の森

Cyptotorama asprata (Berk.) Redhead & Ginns ダイダ
イガサ

タケ

降の滝付近

Cryptomarasmius aucubae (Neda) T.S. Jenkinson &
Desjardin

Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis カサヒダ

阿部六郎

Larss.
芳治

タカネイタチタケ

川崎市

2005.06.26

清水

城川四郎菌類標本コレクション目録

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. ムジナタケ 大
和市公所

1993.05.24

21

城川四郎
Strophariaceae モエギタケ科

城川四郎

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

東

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini & Matheny ツチナメコ

Panaeolus subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc. センボ

Deconica coprophila (Bull.) P. Karst. トフンタケ 横浜

京都新宿区馬事公苑
ンサイギョウガサ

1995.07.02

ワライタケ

城川四郎

厚木市飯山観音

秦野市渋沢丘陵 2004.06.12

四郎；東京都世田谷区馬事公苑

1992.07.05

相模原市津久井城山展望台芝生

城川

城川四郎；

1997.09.07

城川四郎

Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple
オオカバイロヒトヨタケ
2004.05.08

山梨県北杜市白州名水公園

城川四郎
横浜市小机町

畑の馬糞に発生 1998.02.22

名倉庫次

Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton ス
ナジクズタケ

福島県いわき市

郎；新潟県寺泊町砂丘地

2008.07.13

2003.05.21

城川四

市泉の森

1992.06.29

1993.05.15

城川四郎；大磯町大磯実習学校

1995.05.06

大型子実体；大磯町大磯実習学校 1995.05.06

城川四郎；大和市泉の森

1993.09.01

厚木市飯山観音

城川四郎；厚木市七沢

1992.10.12

2003.11.03

城川四郎；平塚市

城川四郎

ケ（ナヨタケモドキ型） 厚木市七沢
川四郎；平塚市土屋愛宕神社付近
名緑地

1992.11.09

1995.06.25

1993.10.17

1998.04.16
政

ナヨタ
城

城川四

直彦；厚木市愛

Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton ムササビタケ
山

1993.10.17

2008.06.22

城川四郎；秦野市弘法

Psathyrella sp. カヤネヒメイタチタケ（青木仮称） 日本
青木記載

平塚市土屋

1993.07.01

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire アシナガイ
市土屋

秦野市弘法山
1993.10.07

1993.10.17

城川四郎；平塚

城 川 四 郎； 秦 野 市 弘 法 山

1993.10.24

荻野巳和子；山梨県鳴沢村

1992.10.28

城川四郎

Schizophyllaceae

富士山麓

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.
センボンイチメガサ

箱根町大涌谷 1992.10.18

四郎；秦野市震生湖

2003.11.04

城川

城川四郎

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge & Spooner ミ
山北町

西丹沢つつじ新道

1993.05.29

城川四郎
ドキ

山梨県

富士山二合目

1992.10.11

政

直彦

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. ハナガサタケ
1992.09.23

城川四郎

Pholiota lubrica (Pers.) Singer チャナメツムタケ 秦
野市丹沢鍋割山
檜洞丸

2005.10.31

1978.10.22

城川四郎；山北町

丹沢

城川四郎；秦野市丹沢小丸尾根

城川四郎；山梨県富士山三合目

1991.10.13

城川四郎

Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. スギタケモドキ
山北町

丹沢

弁当沢ノ頭

1994.08.21

城川四郎

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. モエギタケ 山梨県富
Tapinenellaceae

タピネラ科

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich キシワタケ 長野
Amylocorticales

2007.07.08

城川四郎

アミロコルテイシュウム目

Amylocorticiaceae

アミロコルティシウム科

1988.11.03

Boletales
Boletaceae

1992.02.02

城川四郎

イグチ目
イグチ科

Austroboletus gracilis (Peck) Wolfe クリカワヤシャイ
原市青野原

スエヒロタケ科
城川四郎；厚木市不動尻

市渋沢丘陵

グチ 山梨県富士御殿場口 2002.09.08 城川四郎；相模

Schizophyllum commune Fr. スエヒロタケ 東京都町
田市

城川四郎；大磯町高麗

Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid チヂレタケ 野

城川四郎
タチタケ

2011.10.10

城川四郎

県小海町松原湖

城川四郎

きのこ図版№ 912

秦野市くずはの家

士市御殿場口 2002.09.08 城川四郎

城川四郎

相模原市中央緑地

城川四郎

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. ニガクリタケ

2005.10.21

Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl.

郎；八王子市高尾山

1988.10.03

山梨県富士山２合目

城川四郎

Dennis オオナヨタケ
1993.10.07

市渋沢

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. ヌメリスギタケモ

城 川 四 郎； 大 和 市 泉 の 森

Psathyrella conopilea var. conopilea (Fr.) A. Pearson &

土屋

名倉庫次

Hebeloma spoliatum (Fr.) Gillet アシナガヌメリ 秦野

ヤマツバタケ

安達ユリ子

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire イタチタケ 大和

城川四郎

1998.02.26

城川四郎

山 2007.11.15 城川四郎；秦野市渋沢丘陵日 2002.10.10

Pnaeolus somiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. ジ
ンガサタケ

市小机町

2001.11.04

1976.11.19

2007.10.01

武田敏夫

Boletellus chrysenteroides (Snell) Snell
横浜市こども自然公園

2014.08.03

アヤメイグチ

城川四郎

22

秋 山 幸 也

Boletellus elatus Nagas. アシナガイグチ 小田原市入
生田 2014.09.04 井上幸子；小田原市入生田 2014.09.04

Boletellus shichianus (Teng & L. Ling) G. Wu & Zhu L.
トゲミノヒメイグチ

1997.06.15

横浜市瀬谷市民の森

1993.08.26

城川四郎

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. クギタケ
1997.10.13

石山金次郎

Gomphidius roseus (Fr.) Fr. オウギタケ 山梨県富士
山麓

1992.10.10

政

直彦

Gomphidus gracilis (Scop.) Fr. キオウギタケ 長野県

瀬戸幾喜

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar ナガ
エノウラベニイグチ 山梨県 富士山二合目 1005.07.15

小海町松原湖
Gyroporaceae

2007.07.08

城川四郎

クリイロイグチ科

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. クリイロイグチ 山

城川四郎

Heliogaster columellifer (Kobayasi) Orihara & Iwase ジ
ャガイモタケ

秦野市千村白山神社 1997.10.18

谷口

梨県富士山太郎坊

2009.09.13

Parvixerocomus aokii (Hongo) G. Wu, N.K. Zeng & Zhu
L. Yang

ヒメコウジタケ

2002.09.22

鎌倉市鎌倉中央公園

Phylloporus bellus (Massee) Corner キヒダタケ 横浜
市舞岡公園 2012.10.07
2012.10.08

城川四郎；秦野市くずはの家

Yang ホオベニシロアシイグチ

横浜市四季の森公園

城川四郎

Pulveroboletus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill
キイロイグチ

山梨県

富士山三合目

2004.09.05

城

1999.10.24

石山金次郎

ヒロハアンズタケ科

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire
秦野市弘法山

Melanogastraceae

1998.06.16

ヒロハア

井上幸子

メラノガステル科

Melanogaster broomeanus Berk. ホソミノアカダマタ
ケ

城川四郎

Pseudoaustroboletus valens (Corner) Y.C. Li & Zhu L.
2002.09.22

Hygrophoropsidaceae
ンズタケ

城川四郎

城川四郎

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. アイゾメイグチ
相模原市津久井町仙洞寺山

功

秦野市羽林根道

田愛宕神社

2009.01.24

2007.10.18

鈴木桃子；平塚市万

野中義弘；平塚市万縄の森

2005.10.20

野 中 義 弘； 葉 山 町 南 郷 上 ノ 山 公 園

2010.09.05

城川四郎

Paxillaceae

イチョウタケ科

Meiorganum curtisii (Berk.) Singer, J. García & L.D. Gómez
サケバタケ 八王子市高尾山 2006.08.27 城川四郎

川四郎

Strobilomyces confuses Singer オニイグチモドキ 秦
野市渋沢丘陵

1978.10.10

城川四郎

Tylopilus neofellens Hongo
原市津久井城山

2012.07.01

葉山町南郷上ノ山公園

相模

城川四郎

2002.09.15

ブドウニガイグチ
城川四郎

1990.08.16

Calostoma sp. ホオベニタケ（仮称） 山北町 丹沢
Coniophoraceae

城川四郎

ニセショウロ科

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert コツブタケ 二宮
2000.09.28

市川敦子

ヌメリイグチ科

Aureoboletus viscidipes (Hongo) G. Wu & Zhu L. Yang
葉山町南郷上ノ山公園

2002.09.15

アジアカラマツイグチ（ウツ

城川四郎
城

Suillus flavus (Quél.) Singer ハナイグチ 山梨県富士
山御殿場口

2002.09.08

城川四郎

Sutorius brunneissimus (W.F. Chiu) G. Wu & Zhu L. Yang

№１

Gomphidiaceae

稔

ロベニハナイグチ）山梨県河口湖富士登山道 2008.09.05

コニオフォラ科
横浜市こども自然公園：1998.07.19

中島

Boletinus asiaticus Singer

Gyrodontium sacchari (Spreng.) Hjortstam オガサワラ
ハリヒラタケ

2010.12.18

城川四郎

クチベニタケ科
1994.08.20

ショウロ科

ヒメヌメリイグチ

城川四郎

金山谷ノ頭

城川四郎

Sclerodermataceae

Suillaceae

宮城県栗原市 世界谷地

城川四郎；平塚市霧降りの滝

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. ショウロ 横浜市

町百合

城川四郎

Sutorius eximius (Peck) Halling, Nuhn & Osmundson

Calostmataceae

1998.07.16

金沢八景

タケ 秦野市千村 2004.07.31 城川四郎；相模原市中央

ウラグロニガイグチ

付近

1992.10.22

Rhizopogonaceae

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara キッコウアワ
緑地 2005.08.21

Paxillus panuoides (Fr.) E.-J. Gilbert イチョウタケ 大
和市泉の森

ニガイグチモドキ

Tylopilus vinosobrunneous Hongo

川四郎

山梨県仙丈岳〜北沢峠

山梨県富士山２合目

井上幸子
Yang

ギタケ

オウギタケ科

Ccroogomphus tomentosus (Murrill) O.K. Mill. フサク

コゲチャイロガワリ
川四郎

八王子市高尾山

2014.08.24

城

城川四郎菌類標本コレクション目録

Phallomycetidae
Geastrales

Elmerina hispida (Imazeki) Y.C. Dai & L.W. Zhou ムカ

スッポンタケ亜綱

ヒメツチグリ目

Geastraceae

シオオミダレタケ
1981.07.12 者

ヒメツチグリ科

Geastrum elegans Vittad. ヒダフクロツチガキ 相原
丘陵

1991.19.06

井口潔

1976.09.26

2001.10.13

城川四郎；秦野市丹沢鍋割山

城川四郎
2006.08.17

城川四郎

モドキ型） 葉山町南郷上ノ山公園

2006.09.03

城川

四郎

Geastrum mirabile Mont. ヒナツチガキ 秦野市渋沢
Gomphales

城川四郎

城

山梨県富士山太郎坊

1990.09.30

城川四郎

キクラゲ科

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. キクラゲ 東京
沢

石棚山

1992.10.22

1989.10.22

1988.10.05

城川四郎；山北町

丹

城川四郎；大和市泉の森

城川四郎；逗子市神武寺
1998.04.16

1992.05.12

城

城川四郎

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. ヒダキクラゲ

García

ラッパタケ科

東京都八王子市南高尾

2006.04.07

2008.05.05

城川四郎

Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-

Clavariadelphus truncates Donk スリコギタケモドキ
1989.10.22

鉄屋竜朗・西川真

アラゲキクラゲ

静岡県西伊豆

斎藤秀夫；大和市上和田

1993.07.15

市渋沢球丘陵

城川四郎

1991.03.09

2009.11.01

城川四郎；秦野

Exidia uvapassa Lloyd タマキクラゲ 横浜市こども自

澄

Gautieria morchelliformis Vittad. アミメシマショウロ
群馬県武尊山

山麓

2003.10.13

中島

稔

ズタケ

秦野市渋沢丘陵 1973.09.30

市渋沢丘陵

1978.09.23

城川四郎；秦野

1995.08.12

城川四郎

Castellano ウスタケ 長野県小海町松原湖 2007.07.08
Phallales
Phallaceae

1985.09.14

位牌岳

キイロスッポンタケ 静

丹沢檜洞丸 1991.05.26

鍋割山稜 1980.06.22
2004.08.06

Protophallaceae

城川四郎；秦野市

城川四郎；秦野市

春岳山〜大

1986.10.12

城 川 四 郎； 真 鶴 町 真 鶴 半 島

長野県小海町松原湖

1994.05.19

城川

2007.07.08

城川四郎

1991.05.23

城川四郎；長野県軽井沢野鳥の森

城川四郎；横須賀市大楠山

城川四郎

1989.07.14

城川四郎
Cantharellaceae

アンズタケ目
アンズタケ科

Cantharellus atrolilacinus Eyssart., Buyck & Halling
オトヒメアンズタケ
山

プロトファルス科
町田市野津田

城川四

城川四郎

Guepinia helvelloides (DC.) Fr. ニカワジョウゴタケ

四郎；秦野市千村

市川敦子

Kobayasia nipponica (Kobayasi) S.imai & Kawamura
シラタマタケ

2017.3.20

1991.04.10

城川四郎；平塚市山入

Cantharellales

市川敦子

Pseudocolus fusiformis (E. Fisch.) Lloyd サンコタケ
相模原市

1999.04.05

1998.03.15

2014.07.06

2002.05.13

峰の薬師

Exidia glandulosa (Bull.) Fr. ヒメキクラゲ 厚木市飯

山

スッポンタケ科

岡県駿東郡

城川四郎；秦野市千村

Heterochaete delicata Bres. オロシタケ 大磯町高麗

城川四郎

スッポンタケ目

Phallus flavocostatus Kreisel

城 川 四 郎； 秦 野 市 渋 沢 丘 陵

四郎

Turbinellus floccosus (Schwein.) Earle ex Giachini &
城川四郎；愛川町

2004.04.28

郎；相模原市三井
山観音

城川四郎

Gomphus kauffmanii (A.H. Sm.) Giachini オニウスタケ
山梨県富士山太郎坊

然公園

1989.04.24

Gloeocantharellus pallidus (Yasuda) Giachini シロアン

山

リタケ

小田原市酒匂

ラッパタケ目

Gomphaceae

イデン沢

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. ニカワハ

川四郎；平塚市土屋
1976.09.04

丹沢檜洞丸

丹沢

城川四郎；山北町用木沢

都八王子市南高尾

Geastrum mirabile Mont. ヒナツチガキ（ヒナツチガキ

丘陵

城川四郎；山北町

Auriculariaceae

Geastrum lageniforme Vittad. トガリフクロツチガキ
大磯町高麗山

2005.06.07

相模原市津久井

川四郎

Geastrum javanicum Lév. ケブクロツチガキ 厚木市
鐘ヶ岳

23

2001.11.15

大磯町高麗山 2007.11.15

2012.07.02

城川

城川四郎；大磯町高麗

城川四郎

Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. アクイロウスタケ
平塚市霧降りの滝周辺

2008.10.16

城川四郎

Cantharellus luteocomus (Fr.) Fr. トキイロラッパタケ
所属亜綱未確定
Auriculariales

キクラゲ目

所属科未定（Index Fungorum）

山梨県富士吉田口１〜 3 合目
山梨県

富士山三合目

1999.08.02

2012.09.16

井上幸子；

宇都宮正治

Cantharellus tubaeformis (Fr.) Quél. ミキイロウスタケ

24

秋 山 幸 也

逗子市神武寺
合目

2002.07.07

2012.09.16

城川四郎；山梨県富士山３

Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
武寺

2002.07.07

Clavulinaceae

2006.09.24

クロラッパタケ

城川四郎；逗子市神

城川四郎

Hydnaceae

稔；秦野市千村

2011.10.12

富士山２合目 2012.09.16

城川四郎；山梨県

宇都宮正治；秦野市千村

城川四郎；山梨県富士山３合目

2012.09.16

秦野市千村
Corticiaceae

2017.10.10

城川四郎

山梨県富士山５合目

1994.08.10

2006.11.16

2009.10.11

城川四郎

城 川 四 郎; 大 磯 町 湘 南 平

城川四郎

Cylindrosporus flavidus (Berk.) L.W. Zhou ラッコタケ
栃木県奥日光
犬越路

2013.06.07

1994.05.21

宇都宮正治；山北町西丹沢

矢沢芳昭

1/2

厚木市飯山観音

1999.09.26
1999.03.21

Punctulariaceae

野市渋沢神社
Gloeophyllales

1989.07.27

田高

城川四郎№ 2；秦

厚木市七沢

城川四郎
小田原市入生田

井沢千瀧方面

1995.03.28

2001.06.21

2014.04.14

城川四郎；平

城川四郎；長野県軽
ニオイアミ

タケ 山梨県鳴沢村（富士山麓） 2014.09.17 井上幸子
Hymenochaetaceae

タバコウロコタケ目

2008.07.17

竹内信司；平塚市霧降りの滝

2020.06.04

佐藤清吉

1995.08.12

城川四郎；山梨県

城川四郎

相模原市津久井城山
1994.02.25

1989.06.25

城川四郎；秦野

城川四郎

Hymenochaete xerantica (Berk.) S.H. He & Y.C. Dai
ダイダイタケ

伊勢原市

沢

2010.07.15

大山中腹

1989.10.01

1995.04.04

城川

山崎弘行；厚木市七

城川四郎

Hymenochaetopsis intricata (Lloyd) S.H. He & Jiao
Yang

ミヤベオオウロコタケ

長野県軽井沢野鳥の森

城川四郎

Hymenochaetopsis tabacinoides (Yasuda) S.H. He & Jiao
Yang

コガネウスバタケ

山梨県高川山

2001.01.13

Yang

マツノタバコウロコタケ

2014.11.20

採集者

大磯町高麗山

城川四郎

Inocutis ludoviciana (Pat.) T. Wagner & M. Fisch. オニ

城川四郎

日光白根山 2003.09.09

城川四郎

Hymenochaetopsis yasudae (Imazeki) S.H. He & Jiao

タバコウロコタケ科

Coltricia perennis (L.) Murrill

井上

井上幸子

Coltricia montagnei (Fr.) Murrill ウズタケ 厚木市七
沢森林公園 2003.08.03

1998.10.05

富士山太郎坊 1992.07.26

富士山太郎坊

2014.04.15

城川四郎

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Hymenochaetales

厚木市七沢

四郎；福島県磐梯山

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. コゲイロカイ
塚市びわ青少年の家

山梨県

市千村頭高山

キカイガラタケ科
サビウロコタケ

2012.08.16

山崎弘行

Hymenochaete mougeotii (Fr.) Cooke アカウロコタケ

ケ

Boreostereum vibrans (Berk. & M.A. Curtis) Davydkina
& Bondartseva

土留め杉材

1990.10.21

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. エビウロコタ

城川四郎

キカイガラタケ目

Gloeophyllaceae

ウラギンタケ
北海道上川町

埼玉県川口市石神 1995.06.06

1979.08.01

大磯町高麗山

幸子；横須賀市野比

Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn. クロガネアナタケ

三村浩康

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot ケ
大太郎；秦野市三廻部

2012.09.02

Fuscoporia discipes (Berk.) Y.C. Dai & Ghob. - Nejh.

城川四郎

プンクツラリア科

シワウロコタケ

ナタケ（城川仮称） 山梨県富士山太郎坊

モドキ

コウヤクタケ科

Vuilleminia comedens (Nees) Maire シロペンキタケ

付近

竹

Fomitiporia torreyae Y.C.Dai &B.K.Cui チャアナタケ

コウヤクタケ目

山梨県八ヶ岳山麓

ガラタケ

2007.01.21

城川四郎

Cytidia salicina (Fr.) Burt ヤナギノアカコウヤクタケ

1991.11.10

1996.09.25

Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill ミヤマチャア

宇都宮正治

Hydnum albidum Peck ヒメハリタケ（コツブカノシタ）
Corticiales

1/3；静岡県伊豆半島一碧湖

高麗山

ハリタケ科

2012.11.04

小野均

山梨県富士山二合目

Cyclomyces fuscus Kunze ex Fr. ワヒダタケ 大磯町

城川四郎

Hydnum repandum L. カノシタ 横浜市寺家 2012.11.11
中嶌

ヒメカイメンタケ

Cortricia cinnamomea (Jacq.) Murrill ニッケイタケ

カレエダタケ科

2000.10.14

城川四郎

しんじ

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. カレエダタケ 大和
市泉の森

1990.08.29

Coltriciella dependens (Berk. & M.A. Curtis) Murrill

宇都宮正治

横浜市四季の森公園

湯俣〜真砂岳

オツネンタケ

栃木県

城川四郎；長野県北アルプス

カワウソタケ

静岡県函南町

城川四郎；静岡県函南原生林

函南原生林

1994.01.25

2009.04.16

城川四郎

城川四郎菌類標本コレクション目録

1/3；逗子市神武寺
南原生林

2006.10.09

アカガシ着生

城川四郎；静岡県函

2009.04.16

2008.10.22

伊勢原市大山

1994.08.10

大磯町高麗山

ナンバンオオカ

1991.05.03

城川四郎；厚

木市飯山観音

Inonotus tabacinus (Mont.) G . Cunn キヌハダタケ 小
田原市入生田
2005.11.03

2000.07.08

井上幸子；愛川町八菅山

城川四郎

山梨県鳴沢村（富士山麓） 2010.07.30
2012.09.09

城川四郎；大和市泉の森

城川四郎；平塚市万縄の森

田市野津田 1986.10.12
2014.10.16

1991.04.10

シカケ

長野県軽井沢 2014.08.19

軽井沢町

2014.08.19

1994.96.03

矢沢芳昭

1998.10.15

タケ

新潟県両津市（佐渡） 2001.11.23

海町松原湖

2015.10.15

1993.02.02

城川四郎
2008.08.21

城川四郎

横浜市新治市民の森

2015.01.18

中嶌稔

Sanghuangporus lonicerinus (Bondartsev) Sheng H.Wu,
L.W. Zhou & Y.C. Dai, ウツギサルノコシカケ 静岡県
熱海市 2009.07.11 城川四郎；湯河原町城山 1996.04.04

Raats & Nevo

ミヤマウラギンタケ

1992.10.11

政

山梨県富士山３

直彦；山梨県富士河口湖町

城川四郎

厚木市飯山観音

コガネネバリコウヤクタケ

1980.09.16

山崎弘行

マンネンタケ科

Amauroderma rugosum (Blume & T. Nees) Torrend
コマタケ

埼玉県北本自然観察の森 2014.12.19

中島

稔

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat コフキサルノコシ
カケ（北方型） 北海道上川町

2008.09.20

佐藤清吉

丘陵

Neoantrodiella gypsea (Yasuda) Y.C. Dai, B.K. Cui, Jia J.
シックイタケ

城川四郎；秦野市弘法山

川四郎；八王子市高尾山
原町天照山

1992.01.25

1993.08.03

大和市上和田
1991.03.04
政

城

直彦；湯河

城川四郎；八王子市南高尾

城川四郎

Schizoporaceae

2010.08.01

城川四郎；愛川町八菅山

1985.09.14

城

川四郎

ネオアントロディエラ科

Chen & H.S. Yuan

フキサルノコシカケ南方型） 相模原市中央緑地

Ganoderma carnosum Pat. マゴジャクシ 秦野市渋沢

井上幸子

Neoantrodiellaceae

1991.04.10

城川

Ganoderma australe (Fr.) Pat オオミノコフキタケ（コ

城川四郎

Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser,

1992.09.28

1996.10.07

2014.09.18

Crustodontia chrysocreas (Berk. & M.A. Curtis)

Canodermataceae

Pyrrhoderma sendaiense (Yasuda) Imazeki ツヤナシマ

城川四

タマチョレイタケ目

Hjortstam & Ryvarden

大磯町高麗山

1994.10.12

城川四郎；秦野市弘法山

城川四郎；平塚市金目

四郎；平塚市万縄の森

Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

逗

城川四郎
秦野市渋沢丘陵

城 川 四 郎； 八 王 子 市 片 倉 城 跡 公 園

ナガバタケ

城川四郎；平塚市霧降りの滝

1992.08.20

Phellinus igniarius (L.) Quél. キコブタケ 長野県松原

2010.04.22

野中義弘

郎；平塚市土屋

所属科未確定

合目

2015.10.10

宮内信之助；

野中義弘；長野県小

Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin ウ

Polyporales

ンネンタケ

2011.10.19

子市神武寺

コシカケ 幼菌 愛川町八菅山 2010.05.30 宇都宮正治

マクラタケ

2011.09.25

ロコオクバタケ

城川四郎

2007.07.08

城川四郎；長野県

城川四郎；山北町西丹沢犬越路

城川四郎；町

1981.08.16

シロサルノコ

Oxyporus ravidus (Fr.) Bondartsev & Singer ザイモク

Phellinus hartigi (Allesch. & Schnabl)Pat. モミサルノ

町

山崎弘行

城川四郎

富永時任；平塚市霧降の滝周

城川四郎；清川村丹沢堂平
辺

2005.11.17

Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk

井上幸子

Phellinus gilvus (Schwein.) Pat. ネンドタケ 横浜市こ
1993.09.01

大磯町高麗山

長野県小海町松原湖

Phellinus chrysoloma (Fr.)Donk カラマツカタハタケ

ども自然公園

1991.11.04

Oxyporus populinus (Schumach.) Donk

矢沢芳昭

Inonotus patouillardii (Rick) Imazeki
ワウソタケ

城川四郎；箱根町浅間山

1991.10.20

Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss. ヘラバタケモドキ

城川四郎

Inonotus mikadoi (Lloyd)Gilb. & Ryvarden カワウソタ
ケ

Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva &
Spirin ヒビワレコメバタケ 逗子市二子山

城川四郎

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. ヤケコゲタケ 山梨
県今倉山

25

アナタケ科

1981.08.30

城川四郎；八王子市

高尾山、モミ

2009.09.27

城川四郎；真鶴町真鶴半島

2007.06.24

城川四郎；愛川町東丹沢仏果山

矢沢芳昭；大磯町高麗山

1988.08.27

自然公園
1994.08.10

山崎弘行

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. マンネンタケ
厚木市七沢

1992.09.16

城川四郎；東京都多摩市聖跡

桜ケ丘公園

1995.09.10

城川四郎；北海道

瀬戸幾喜； 横浜市三ツ池公園

広葉樹

1997.08.09
2001.07.15

26

秋 山 幸 也

三村浩康；相模原市中央緑地
藤沢市湘南台東勝寺付近

2006.07.30

城川四郎；

クヌギに発生

1993.08.28

Ganoderma valesiacum Boud.
山梨県富士山３合目
山

2011.09.23

ツガノマンネンタケ

1992.07.26

山口育子；山梨県富

宇都宮正治；福島県南会津町

コメツガに発生

Fomitopsidaceae

2004.08.09

田代

1988.09.16

1992.10.24

1996.10.27

城川四郎；清川

村宮ケ瀬

1992.10.11

城 川 四 郎； 大 磯 町 高 麗 山

2013.11.21

城川四郎：清川村大山三峰

城川四郎；東京都多摩市桜ケ丘公園
四郎；南足柄市二十一世紀の森

1993.11.23

1993.09.05

1991.10.29

城川

城川四郎

Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk ミヤマシロアミタ
栃木県奥日光

井沢千瀧

2013.06.09

2014.04.14

宇都宮正治；長野県軽

城川四郎

城川四郎；山北町西丹沢大滝峠

城川四郎；松田町寄ジダンゴ山
秦野市渋沢丘陵
1992.11.07

1978.09.12

1991.04.04

1994.09.10
城川四郎；

城川四郎；厚木市七沢

城川四郎；千葉県清澄山

川四郎；平塚市万縄の森

2007.10.18

1992.04.18

城

カンバタケ

長野県松原湖高原 2004.05.07

城川

四郎

浅井春夫；

長野県、北アルプス、湯俣〜真砂

山梨県富士山三合目
那須高原 1995.07.22
家

1996.08.22

園

サクラ着生

2012.07.16

宇都宮正治；栃木県

城川四郎；平塚市びわ青少年の

城川四郎；（幼菌）横浜市こども自然公
2009.08.30

石井

博
1992.07.26

城川四郎

Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

カタオシロイタケ

山ノ内浄智寺

城川四郎

梨県富士山太郎坊

2000.09.22

瀬戸幾喜

富士山３合目

1995.09.07

目

宇都宮正治

2012.09.16

2014.09.07

山梨県富士山太郎坊

北アルプス真砂岳

1991.10.30

1991.09.23

政

アイカワタケ

永田秀穂；横浜市

山川

1995.02.12

スダジイ

城川四郎；山梨県富士

城川四郎；山梨県富士山三合目

宇都宮正治；大磯町 クロマツ

1995.07.15

巌

Piptoporellus soloniensis (Dubois) B.K. Cui, M.L. Han &
Y.C. Dai

シロカイメンタケ

1988.08.06
磯町高麗山
公園

長野県妙高高原

城川四郎；大磯町高麗山
1987.10.11

2011.09.18

2006.07.09

2007.11.15

城

城川四郎；大

城川四郎；横浜市こども自然

城川四郎；松田町清津峡（中津川）

城川四郎；大磯町高麗山

1998.08.20

城

川四郎

Postia caesia (Schrad.) P. Karst. アオゾメタケ 大磯町
高麗山

2007.11.15

1994.10.23

城 川 四 郎； 厚 木 市 飯 山 観 音

城川四郎；大磯町高麗山

市千村

1995.10.18

1995.10.22

2006.11.16

城

城川四郎；秦野

城 川 四 郎； 平 塚 市 万 縄 の 森

城川四郎

Postia floriformis (Quél.) Jülich レンガタケ 山梨県三
2010.08.24

城川四郎

Postia fragilis (Fr.) Jülich シミタケ 山梨県富士山３
2012.09.30

宇都宮正治

Postia tephroleuca (Fr.) Jülich オオオシロイタケ 秦
野市丹沢鍋割山稜
2006.07.01

1990.10.21

杉崎和子；愛川町八菅

城川四郎；厚木市飯山観音

1995.10.22

城川四郎

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk カボチャタケ 山梨

1993.07.18

県鳴沢村

Alt.1750m

城川四郎；ヒ

市高尾山

1992.09.20

直彦；鎌倉市源氏山

城川四郎；小田原市入生田

小野均；山梨県富士山三合

1990.08.29

1995.08.12

2012.08.25

山

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
清川村札掛

カラマツ着生

城川四郎

鎌倉市

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. カイメンタケ 長野県

合目

Laetiporus montanus Černý ex Tomšovský & Jankovský
ミヤママスタケ

1999.09.05

Osteina obducta (Berk.) Donk ツガマイタケ 山梨県

つ峠

Laetiporus cremeiporus Y.Ota &T.Hatt. マスタケ 山

2004.07.11

Niveoporofomes spraguei (Berk. & M.A. Curtis) B.K.

1998.10.15

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. ヤニタケ
山梨県富士山麓

城川四

城川四郎

川四郎；厚木市飯山観音

城川四郎；

Grifola frondosa (Dicks.) Gray マイタケ 秦野市横野
1993.10.21

1990.08.29

郎

1998.07.08

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. ツガサルノコシカケ

着生

（ヒラフスベ型）長野県軽井沢 1995.09.05

川四郎；埼玉県奥秩父大滝

城川四郎

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C.
Dai

城川四郎；

山２合目

Daedalea dickinsii Yasuda ホウロクタケ 秦野市大倉
1976.06.12

1993.07.12

タケ（城川仮称） 長野県小海町松原湖

宮田昭治；鎌倉市天園

城川四郎；逗子市二子山

ケ

城川四郎；アイカワタケの生態形ヒラフス

Lentoporia carbonica (Overh.) Audet アミロシロアナ

城川四郎

ツガサルノコシカケ科

Antrodia albida (Fr.) Donk ヒメシロアミタケ 鎌倉市
扇谷

1996.06.09

ベと呼ばれる型；大和市上和田

木村成雄

士山

ラフスベ型（アイカワタケの生態形）真鶴町真鶴半島

2014.09.17
政

直彦

井上幸子；八王子

城川四郎菌類標本コレクション目録

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. チャシワウロコタケ

Hyphodermataceae (Meruliaceae) シワタケ科

Abortiporus biennis (Bull.) Singer ニクウチワタケ 平
塚市湘南平

1978.10.01

山崎弘行

1992.10.22

1997.04.15

1997.03.20

タケ

井 上 幸 子； 秦 野 市 渋 沢

城川四郎；北海道上川町

2024.10.04

1993.09.29

2002.10.10

1992.10.22

2000.10.08

城川四郎；

山梨県

城川四郎；相模原市津久井湖

城川四郎

1989.07.14

1992.09.28

城川四郎；大和市泉の森

城川四郎；大和市上和田

2002.08.17

2014.08.03

城川四郎；横浜

城川四郎

1992.09.13

葉山町南郷上ノ山公園

2005.09.11

2001.04.15

城川四郎
城川四郎；横浜市

城川四郎

1991.03.03
1990.06.10

野鳥の森

2006.03.12

1014.04.15

1990.06.10

政直彦；平塚市

1998.03.07

1992.01.15

城川四郎；秦

城川四郎；長野県軽井沢町

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.

和市上和田
の森
近

Metuloidea murashkinskyi (Burt) Miettinen & Spirin
葉山町南郷上ノ山公園

1993.10.19

2002.09.15

山口育子；逗子

1996.06.17

Mycoleptodonoides aitchisonii (Berk.) Maas Geest.
ナハリタケ

山北町

丹沢畔が丸

郎；秦野市

鍋割山

1999.10.17

1976.09.17
城川四郎

ブ

城川四

城川四郎；大和市上和田野鳥

城川四郎；平塚市琵琶青少年の家付

城川四郎

Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki
大磯町高来神社

ニレサルノ

ムクノキ着生

2001.08.14

城川四郎；大磯町高来神社（高麗神社）ムクノキ着生
城川四郎；大磯町高来神社（高麗神社）ム
2004.11.18

Phanerochaetaceae

城川四郎

マクカワタケ科

Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden
ニカワオシロイタケ
1992.11.10

城川四郎

1992.06.23

1992.09.28

クノキ着生

宇都宮正治

2005.05.16

城川四郎

2008.11.01

市神武寺

2002.09.22

Rigidoporus lineatus (Pers.) Ryvarden スルメタケ 大

2000.08.17

1991.10.26

トンビマイタケ

城川四郎

ナタケ（城川仮称） 横浜市四季の森公園

オイニカワオシロイタケ（城川仮称） 愛川町八菅山

城川四郎；厚木市巡礼峠

1995.09.02

Physisporinus vitreus (pers:Fr) P.Karst. マルミシロア

コシカケ

城川四郎

Metuloidea fragrans (A. David & Tortic) Miettinen ニ

ニセニクハリタケ

トンビマイタケ科

ルメタケ（城川仮称） 静岡県椹島烏森山

城川四郎；山梨

城川四郎；秦野市渋沢

城川四郎；秦野市渋沢丘陵

城川四郎

Rigidoporus cinereus Núñez & Ryvarden ハイイロス

2014.01.19

城川四郎；箱根町

直彦；箱根町中強羅

1993.10.23

城川四郎

野中義弘；茅ケ崎市清水谷
1992.09.23

葉山町二子山山麓

静岡県富士山西臼塚

Irpex lacteus (Fr.) Fr. ウスバタケ 横浜市新治の森
滝田睦夫；厚木市鳶尾山

Steccherinum sp. アカチャニクハリタケ（城川仮称）
Meripilaceae

Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden ニクイロアナタケ

野市渋沢丘陵

タケ 群馬県草津 1996.11.06 城川四郎 Index fungorum
ではニクハリタケと同種

厚木市飯山観音

1999.06.17

城

Steccherinum rhois (Schwein.) Banker アラゲニクハリ

Hydnophlebia chrysorhiza (Torr.) Parmasto ヒイロハ

県上野原

1992.06.29

川四郎

八王子市高尾山

2015.01.11

城川四郎；大磯町鷹取山

2007.06.21

城川四郎

こども自然公園

1991.10.17

城川四郎；横須賀市大楠山

1999.06.13

市こども自然公園

城川四郎

市 川 敦 子； 平 塚 市 び わ 青 少 年 の 家

Hyphoderma transiens (Bres.) Parmasto ウスカワコメ
バタケ

2001.10.15

1991.06.09

城川四郎

秦野市震生湖

大磯町高麗山

城川四郎；大和

1991.07.18

泉の森 1992.10.22

琵琶

富士五合目

大磯町高麗山

1993.03.17

Hyphoderma setigerum（Fr.）Donk シロコメバタケ

政

大和市泉の森

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray ニクハリタケ

城 川 四 郎； 秦 野 市 渋 沢 丘 陵

城川四郎；相模原市石老山

城川四郎；大磯町高麗山

リタケ

城川四郎

Radulodon copelandii (Pat.) N. Maek. サガリハリタケ

Gelatoporia dichroa (Fr.) Ginns エビウラタケ 秦野市

市

城川四郎；平塚市山入

付近 1991.10.24 山崎弘行、大和市泉の森 1992.10.22
佐

藤清吉
渋沢

1991.06.09

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. シワ

城川四郎

Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. ヒメモグサタケ
伊勢原市

大磯町鷹取山
1995.08.19

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. ヤケイロタケ
大和市泉の森

27

政

山梨県鳴沢村足和田山

直彦；山梨県富士山五合目

城川四郎；大和市泉の森

1993.10.12

1994.08.10

城川四郎

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto カワシワタケ
厚木市飯山観音

2001.11.04

城川四郎；大磯町高麗山

28

秋 山 幸 也

1991.10.17

Cerrena zonata (Berk.) H.S. Yuan ニクウスバタケ 秦

市川敦子

Climacodon pulcherrimus (Berk. & M.A. Curtis) Nikol.
アセハリタケ

大磯町鷹取山

2001.09.06

城川四郎

1001.06.09

Climacodon roseomaculatus (Henn. & E. Nyman) Jülich
アケボノハリタケ

山北町

丹沢金山谷ｌノ頭

1994.08.20 城川四郎；山梨県 富士山二合目 1991.10.20

イロカワタケ

長野県松原湖

2007.07.08

Hapalopilus rutilans (Pers.) Murril
梨県富士山

山麓

2007.07.08

ウスキイロカワタケ

アカゾメタケ

山

高水三山

1992.09.20

1999.04.25

1993.03.05

城川

城川四郎；東京都

城川四郎；相模原市藤

城川四郎；大和市泉の森

1993.10.12

Phlebiopsis crassa (Lév.) Floudas & Hibbett カミウロコ
横浜市こども自然公園 1993.01.10

秦野市渋沢

1998.11.20

政

直彦；

城川四郎

磯町白岩神社
Polyporaceae

1993.11.22

市川敦子

2007.06.24

矢沢芳昭；真鶴町真鶴半島

城川四郎

アミタケ

山梨県八ヶ岳

岡県富士山西臼塚
カイガラタケ

1999.09.26

城川四郎

ミイロアミタケ

1996.09.15

山北町

川四郎；秦野市弘法山

静

城川四郎

四郎；二宮町吾妻山

丹沢

檜洞丸

サクラ着生

1990.10.28

1983.09.23

1991.03.04

城

城川

小林孝人

Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Fr チョレイマイ
タケ

山北町

西丹沢イデン沢

ホウネンタケ

ウズラタケ

大和市泉の森：1993.09.01

伊勢原市日向 1988.09.05

町高麗山

2014.11.20

1993.10.21

1995.08.23

城川四郎

城川四郎；厚木市七沢

城川四郎

真鶴町真鶴半島

内藤美知子；大磯
2009.03.16

1993.07.12

城川

Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko キアシ
城川四郎

Ceriporia alachuana (Murrill) Hallenb. ウスキアミメア
ナタケ（城川仮称） 相模原市中央緑地

2004.06.13

光

2013.06.09

1991.10.17

ムラサキアナタケ

大

1992.07.05

城川四郎；東京都世田谷区馬事

城川四郎；大磯町高麗山

城川四郎；大磯町高麗山
1995.08.17

1989.07.18

2007.11.05

2001.09.03

城川四郎；平塚

城川四郎；横浜市寺家ふるさと村

城川四郎；大和市上和田

城川四郎；大和市上和田野鳥の森

2007.06.24

城川四

城川四郎；鎌倉市広町
2014.07.17

1999.07.20
城川四郎

宇 都 宮 正 治； 松 田 町 伊 勢 沢 の 頭

城川四郎 ；小型

山浄土平

湿原木道に着生

2006.08.07

城川四郎；北

シラカバ着生

1997.07.26

城川四郎；
（小

型）山梨県富士山太郎坊

福島市土湯温泉町

2010.09.12

吾妻

城川四郎

Hexagonia tenuis (Fr.) Fr. フルイタケ 真鶴町真鶴半
島

2007.06.24

城川四郎；真鶴町真鶴半島自然公園

城川四郎；真鶴町真鶴半島

1999.07.05

2013.06.23

城川

四郎

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. ハチノスタケ 山

城川四郎

Correna unicolor (Bull.) Murrill ミダレアミタケ；大磯
町高麗山 1991.10.17

スジウ

城川四郎；大和市上和

井上幸子；真鶴町真鶴半島自然公園

磯町高麗山

西

1996.02.12

2007.06.24

城川四郎

Ceriporia purpurea (Fr.)Donk

2012.07.08

2012.08.13

Fomes fomentarius (L.) Fr. ツリガネタケ 栃木県奥日

海道層雲峡
2010.09.12

2015.10.10

城川四郎；平塚市万縄の森
シ

城川四郎；大和市いづみ野

山梨県富士山太郎坊

サワラ着生

サワラ着生

Favolus acervatus (Lloyd) Sotome & T. Hatt.

田

四郎
グロタケ

福井県勝山市

西川清文；福井県勝山市

郎；逗子市神武寺

Cerioporus mollis (Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko

市山入

1994.06.03

チワタケモドキ

タマチョレイタケ科

Abundisporus pubertatis (Lloyd) Núñez & Ryvarden

郎

山北町

川清文

Terana coerulea (Lam.) Kuntze アイコウヤクタケ 大

公苑

熟菌

Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid マツノオオ

城川四郎

カタケ

Cryptoporus volvatus (Peck) Shear ヒトクチタケ 未

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer チャ

城川四郎

秦野市弘法山 1999.07.25

四郎；秦野市渋沢丘陵

タケ

城川四郎

Daedaleopsis nipponica Imazeki

城川四郎

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden

野町

城川四郎：大磯町吉沢丘陵

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. チャミダレ

永田秀穂

Ginnsia viticola (Schwein.) Sheng H. Wu & Hallenb. ヒ

青梅市

野市渋沢 1981.08.30

1992.06.29

1994.04.04

城川四

北町

丹沢

イデン沢

河村城址

2017.04.13

2013.11.21

城川四郎

1995.08.23

城川四郎；山北町

城 川 四 郎； 大 磯 町 高 麗 山

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. アミスギタケ 大
和市泉の森

1993.09.01

城川四郎

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr オツネンタケモドキ
山北町西丹沢イデン沢

1995.08.23

丹沢イデン沢 1995.08.23

城川四郎

城川四郎；山北町

城川四郎菌類標本コレクション目録

Lentinus squarrosulus Mont ケガワタケ 南足柄市大
雄山最乗寺 2015.06.23
公園

2010.09.05

城川四郎；葉山町南郷上ノ山

城川四郎

1973.09.30

城川四郎；清川村大山三峰

城川四郎；大和市上和田

1993.07.15

1976.11.19

城川四郎

平塚市万縄の森

2003.10.16

公園

城川四郎；大和市上和田

城川四郎；横浜市三ツ池
1993.07.15

城川四郎
愛川町八菅山 2000.06.24

舞岡公園
1993.07.17
1990.07.08

2015.07.19

城川四郎；横浜市

城川四郎；大和市つきみ野

城 川 四 郎； 東 京 都 多 摩 桜 ケ 丘 公 園
城川四郎；大磯町高麗山

川四郎；大和市上和田
多摩市桜ケ丘公園

1993.07.15

1990.07.08

1989.11.05

城

城川四郎；東京都

城川四郎

Loweporus tephroporus (Mont.) Ryvarden シイサルノ
コシカケ

愛川町八菅山

2006.07.01

城川四郎

鎌倉市

鎌倉中央公園

2008.08.31

真鶴町真鶴半島

1989．07.08

丘陵

城川四郎；逗子市神武寺

1980.09.28

城川四郎；逗子市神武寺
市泉の森 1992.06.29
町

1986.10.12

城川四郎；

城川四郎；秦野市渋沢

2007.10.10

1993.07.11

城川四郎；大和

城川四郎；東京都町田市野津田

城川四郎；鎌倉市六国見山

2002.06.23

Microporus vernicipes (Berk.) Zmitr. ツヤウチワタケ
真鶴町真鶴半島

2007.06.24

鎌倉中央公園

山梨県道志村西丹沢菰釣山
模原市中央緑地
少年の家

城川四郎；大磯町高麗山

城川四郎；大磯町高麗山

川四郎；鎌倉市

2008.08.31

1996.09.25

2010.08.01

1996.08.22

2007.11.15

城

城川四郎；

城川四郎；相

城川四郎；平塚市びわ青

城川四郎

ケ

神田多

厚木市飯山観音
2001.03.13

1999.03.21

ニオイカワキタケ

山梨県富士山３合目

政

精進湖付近日

直彦；山梨県

四郎；藤野町陣馬山

1990.10.30

1992.09.23

2001.06.18 者

城川

富永朋之

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns マツオウ
厚木市七沢

1988.07.19

城川四郎

Nigroporus vinosus (Berk.) Murrill ブドウタケ 小田
原市入生田
2014.09.13

2007.09.26

井 上 幸 子； 横 浜 市 舞 岡

城川四郎

Panus conchatus (Bull.) Fr. カワキタケ 秦野市大倉
1994.10.30

城川四郎；山梨県道

城川四郎

Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden ウズラタケ
愛川町八菅山
1988,08.27

2006.07.01

城川四郎；横浜市新治町

城川四郎；秦野市渋沢丘陵
1992.06.29

1978.07.27
城川四郎；東

京都多摩市桜ケ丘公園

1991.07.07

つきみ野

1992.07.15

城 川 四 郎； 大 和 市 泉 の 森

1993.09.01

城川四郎；真鶴町真鶴半島

城川四郎；大和市
1988.11.16

城川四郎

Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko アシグロタ
ケ

長野県軽井沢町

沢

加入道山 1976.11.23

坊

2008.09.07

2014.07.06

城川四郎；山北町丹

城川四郎；山梨県富士

太郎

城 川 四 郎； 山 梨 県 富 士 山 太 郎 坊

城川四郎

Picnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst シュタケ 山
北町

西丹沢加入道山

1994.07.16

城川四郎

Polyporus curtipes (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden ア
カハチノスタケ

山梨県富士山

治；山梨県富士山三合目
根町三国山
2014.07.06

2004.05.25

2011.06.19

2012.06.30

宇都宮正

宇都宮正治；箱

城川四郎；長野県軽井沢町

城川四郎

城川四郎

川仮称） 真鶴町真鶴半島
塚市万縄の森
公園

1997.07.17

2012.07.22

2010.06.06

城川四郎；平

城川四郎；鎌倉市鎌倉中央

城川四郎

Polyporus guianensis Mont. アミキアシグロタケ（城川
仮称） 鎌倉市鎌倉中央公園
真鶴町真鶴半島
森

肉厚異形品

Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett

ジ

城川四郎；大和市泉の森

Polyporus dictyopus Mont. アカチャアシグロタケ（城

城川四郎

2007.11.15

ベッコウタケ

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk ウスキアナタ

2009.09.13

Microporus affinis (Blume & T. Nees) Kuntze ウチワ
タケ

1997.08.21

城川四郎；大和市つきみ野

Lopharia cinerascens (Schwein.) G. Cunn. クシノハシ
ワタケ

平塚市霧降の滝

志村

Lenzites styracina (Henn. & Shirai) Lloy エゴノキタケ
1987.09.27

Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden
2005.08.20

Lenzites betulinus (L.) Fr. カイガラタケ 秦野市千村

29

2009.07.16

2004.07.18

2007.06.24

2009.06.28

城川四郎；

城川四郎；平塚市万縄の

城川四郎；横浜市こども自然公園

城川四郎

Polyporus leprieurii Mont. ネッタイアシグロタケ 真
鶴町真鶴半島

2014.06.22

城川四郎；平塚市万縄の森

2009.07.16 城川四郎；横浜市こども自然公園 2009.08.30
城川四郎

Polyporus tubaeformis (P. Karst.) Ryvarden & Gilb. キ
ノハダアシグロタケ

山梨県富士山太郎坊

2008.09.07

城川四郎；北海道上川町ニセチャロマップ

2011.09.09

佐藤清吉；山梨県富士山太郎坊

城川四郎

2008.09.07

Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. タマチョレイ
タケ

八王子市高尾山

1998.09.13

城川四郎

30

秋 山 幸 也

Porodisculus pendulus (Fr.) Murrill ヌルデタケ 大磯
町高麗山 1997.12.14 山崎弘行；秦野市千村 1989.09.04

Poronidulus conchifer (Schwein.) Murril サカズキカワ
山梨県道志村

2010.09.05

武田敏夫

長野県駒ケ根

址公園

1994.07.25

2014.09.28

1988.11.03

城川四郎；小田原市城

城 川 四 郎； 東 京 都 町 田 市

城川四郎；山北町洒水の滝 1988.05.01

川四郎；厚木市七沢

1988.08.21

1997.12.21

城

ブナ枯木着生

2013.09.06

西川清文；山北

1995.08.05

城川四郎

Trametes glabrorigens (Lloyd) Zmitr & Hexagonia
tenuis (Fr.) Fr. コガネカワラタケ 真鶴町 2013.06.23
城川四郎；真鶴町真鶴半島
鶴町真鶴半島
2000.11.19

1999.07.05

1999.07.05

井上幸子；真

井上幸子；真鶴町真鶴半島

城川四郎；鎌倉市鎌倉中央公園

井上幸子；真鶴町真鶴半島
鶴町真鶴半島

2007.06.24

自然公園 2007.06.24

1999.07.05

2012.07.22

井上幸子；真

城川四郎；真鶴町真鶴半島

城川四郎；真鶴町真鶴半島自然

Trametes hirsute (Wulfen) Lloyd アラゲカワラタケ
丹沢山小丸尾根

1997.11.24

1998.10.18

城 川 四 郎； 大 磯 町 高 麗 山

1997.12.21

市川敦子；松田町高松山

川四郎；葉山町南郷上ノ山公園

1997.10.28

2007.10.28

城

城川四郎

Trametes orientalis (Yasuda) Imazeki クジラタケ 厚
1999.03.21

城川四郎

大和市つきみ野 1942.06.29

大和市上和田

1993.07.15

セ

城川四郎；

城川四郎

1999.03.21

城川四郎；秦野市渋沢

城川四郎；秦野市大倉
神武寺

1993.10.09

品；逗子市神武寺
1981.09.20
老山

1973.10.10

管孔面が黒褐色の変異

2009.10.03

城川四郎；秦野市千村

1976.09.26

樋口裕仁；静岡県西伊豆雲見

川四郎；相模原市津久井城山

2013.08.15

2014.06.26

ケ

二宮町中里

1998.10.06

城

城川四郎

市川敦子

平塚市万縄の森
1988.11.02

1995.10.19

ホウネンタケ

城川四郎；秦野市千村

城川四郎

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. オシロイタケ 長
野県小海町松原湖

2007.07.08

城川四郎

Tyromyces incarnates Imazeki アケボノオシロイタケ
（A） 大和市泉の森
Sparassidaceae

1993.09.01

城川四郎

ハナビラタケ科

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. ハナビラタケ 埼玉県奥
秩父

2006.07.09

Russulales

城川四郎

ベニタケ目

Auriscalpiaceae

マツカサタケ科

横浜市こども自然公園

1997.06.08

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
ケ

山梨県富士太郎坊

1999.09.11

Lentinellus pilatii Herink シロナミハタケ 横浜市瀬
谷

2004.06.18

瀬戸幾喜

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner イタチナミハタケ
2000.07.02

1993.10.10

城川四郎；横須賀市田浦

城川四郎；秦野市千村

四郎；香川県高松市

2013.07.02

2002.05.23

三谷進

Bondarzewia berkeleyi (Fr.) Bondartsev & Singer
オミヤマトンビマイ
1993.09.11

箱根町阿弥陀寺

オ

広葉樹基部

城川四郎

Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel ミヤマトン
ビマイ

清川村

丹沢山系天王寺尾根

城 川 四 郎； 埼 玉 県 三 峰 山

1989.06.29

立石光男

1995.08.17

城川

ミヤマトンビマイ科

1981.08.16

城川四郎；平塚市山入

城川四郎
ミミナミハタ

城川四郎

城川

1989.10.12

Hericiaceae

ヒノキ根株
スギ根株

サンゴハリタケ科

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz ウラジロウロコタケ

城川四郎

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský ミノタケ
平塚市土屋

城川四郎；埼玉

城川四郎；山北町不

城川四郎；横浜市新治

1993.05.04

1978.09.18

城川四郎；逗子市

城川四郎

四郎；厚木市鐘ヶ岳

2013.11.10

2002.10.06

井上幸子；大磯町高麗山

Bondarzewiaceae

Trametes versicolor (L.) Lloyd カワラタケ 厚木市飯
山観音

県秩父岩田

厚木市七沢

Trametes strumosa (Fr.) Zmitr., Wasser & Ezhov
ンベイタケ

城川四郎；長野県飯山市鍋倉

城川四郎；愛川町八菅山

ケ

城川四郎；逗子

市神武寺

木市飯山観音

2014.11.20

Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich フサヒメホウキタ

2003.09.23 城川四郎

秦野市

城川四郎

Truncospora pubertatis (Lloyd) Zmitr.

市川敦子

町西丹沢白石峠〜モロクボの頭

公園

2003.08.16

Trichaptum byssogenum (Jungh.) Ryvarden シラゲタ

城川四郎

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. オオチリメンタケ 岐阜
県勝山市

磯町高麗山

1999.01.16

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. チリメンタケ 大磯町高
麗山

城川四郎；八王子市高尾山

2005.05.16

山 2003.10.22 市川敦子；八王子市 高尾山 2014.08.24

Trametes coccinea (Fr.) Hai J. Li & S.H. He ヒイロタ
ケ

城川四郎；静岡県椹島烏森山

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden ハカワラタケ 大

城川四郎
ラタケ

2000.09.23

1993.10.07

城川四郎；清川村丹沢

堂平

大磯町高麗山
Russulaceae

2013.11.21

ベニタケ科

城川四郎

城川四郎菌類標本コレクション目録

Lactarius deliciosus (L.) Gray アカモミタケ 山梨健富
士山二合目

1994.10.05

渋沢

秦野市渋沢 1996.08.14

1998.08.18

城川四郎；秦野市

城川四郎；秦野市渋沢

1998.08.23

Lactarius luteolus (Peck) Verbeken ビロードチチタケ
鎌倉市鎌倉中央公園
台峰緑地

2004.07.25

2005.07.24

城川四郎；鎌倉市

逗子市神武寺

1994.10.16

城川四郎

2003.07.07

城川四郎

ｓ

野市渋沢

1998.08.31

種レベル

検証キノコ新図鑑 p192 記載

城川四郎

ヒロハチチタケの変

山梨県富士西湖

1988.09.20

高橋秀男

1988.07.19

1978.10.10

城 川 四 郎； 秦 野 市 渋 沢 丘 陵

城川四郎；秦野市渋沢丘陵

2002.07.31

城山

Lactarius zonarius (Bull.) Fr. カラハツモドキ 横浜市
城川四郎

Russula albonigra (Krombh.) Fr. シロクロハツ 愛川
町八菅山

2001.06.24

1999.09.05

城川四郎；厚木市七沢

城川四郎

1992.05.21

1991.04.27

2014.05.30

1992.06.25

城

城川四郎

コミノカ ワタケ

城川四郎；相模原市津久井

武田敏夫；大和市上和田 1992.06.29

Stereum gausapatum (Fr.) Fr. チウロコタケ 大磯町
1991.10.17

2003.10.16

城 川 四 郎； 平 塚 市 万 縄 の 森

城川四郎

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
多摩市桜ケ丘公園
2010.08.24

2000.09.23

キウロコタケ

城 川 四 郎； 鎌 倉 市 源 氏 山
2001.10.17

城川

1994.09.11

秦野

城川四郎；東京都

城川四郎；山梨県三つ

城 川 四 郎； 清 川 村

丹沢

堂平

城川四郎

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Sacc. ミヤマチャ
厚木市飯山観音

逗子市神武寺

2011.10.01

1999.03.21

城川四郎；

城川四郎

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr. チャウロコタ
ケ

城川四郎
2014.09.13

2008.09.07

平塚市土屋霊園付近

川四郎；平塚市土屋霊園

ウロコタケ

城川四郎

Lactarius vellereus (Fr.) Fr. ケシロハツ 秦野市渋沢
1998.08.23

忍橋

Peniophora manshurica Parmasto

峠

Lactarius subzonarius Hongo ニオイワチチタケ 厚木

磯町

鎌倉市

鎌倉中央公園

高麗山

2004.08.19

1992.10.20

政

1999.05.19

城川四郎

2008.08.31

城川四郎；大

城川四郎；八王子市高尾山

直彦；鹿児島県

屋久島

白谷雲水峡

Stereum rugosum Pers. シミダシカタウロコタケ 山
梨県富士山太郎坊

2014.09.0 ７

城川四郎

Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst. カタウロコタケ

四郎

Russula compacta Frost アカカバイロタケ 山梨県富士
山 1999.09.27 城川四郎Index Fumgorum では Current

1998.08.23

城川四郎

Russula nigricans Fr. クロハツ 相模原市中央緑地
2004.06.13

城川四郎
城川四郎；大磯町高麗山

2003.08.21

ステファノスポラ科
2006.08.21

中島

稔

大和市上和田 1992.06.29

の森

1998.10.15

Sebacinales

逗子市神武寺

2006.08.21

モミジウロコ

城川四郎；平塚市万縄

城川四郎

ロウタケ目
ロウタケ科

Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. ロウタケ
横浜市瀬谷区瀬谷市民の森

1994.09.24

佐藤文雄

イボタケ目
マツバハリタケ科

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. ニオイハリ
タケモドキ

Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát リン
ドトネリア・トラキスポラ

井上幸子；逗子市神武寺

タケ

Bankeraceae

Lindtneria sp. リンドトネリア属 逗子市神武寺参道
のり面、社殿前

2015.03.31

城川四郎

Thelephorales

城川四郎
Stephanosporaceae

2000.09.09

Sebacinaceae

Russula violeipes Quél. ケショウハツ 大和市つきみ
1992.06.29

真鶴町真鶴半島

Xylobolus spectabilis (Klotzsch) Boidin

Name として認めていない

Russula grata Britzelm クサハツモドキ 秦野市渋沢

野

西丹沢

市鍋割山稜（丹沢山塊） 1985.09.01

Lactarius subindigo Verbeken & E. Horak ルリハツタ

丘陵

山北町

高麗山

Lactarius sp. レモンチチタケ（井上仮称）採集地 秦

舞岡

クタケ

Aleurodiscus mirabilis (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. ニ

城川四郎

Lactarius sp. アカアシボソチチタケ（橋屋仮称） 秦野

市七沢

Aleurodiscus amorphous (Pers.) J. Schröt. アカコウヤ

逗子市神武寺

城川四郎

Lactarius pterosporus Romagn. ハイイロカラチチタケ

ケ

キウロコタケ科（ウロコタケ科）

クコウヤクタケ

城川四郎

市渋沢

稔

Stereaceae

藤野初雄

Lactarius hygrophoroides Berk. & M.A. Curtis ヒロハ
チチタケ

中島

31

富士山

1993.08.30

城川四郎

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker
山北町丹沢つつじ新道

2007.10.04

チャハリタケ

城川四郎

32

秋 山 幸 也

Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. ニオイハリタ
ケ

富士山

太郎坊

Thelephoraceae

1996.08.16

城川四郎

倉央公園

Polyozellus multiplex (Underw.) Murrill カラスタケ
2009.08.30

市源氏山

宇都宮正治

1999.09.26

2004.07.11

子市高尾山
2004.08.28

富士２合目

丹沢

鍋割

城川四郎

1991.09.23

駒形伊信

1994.09.11

1999.08.29

Pucciniomycotina

ボタンイボタケ

Pucciniales

城川四郎；愛川町八菅山

城川四郎

桜ケ丘公園
1999.08.29

Pucciniaceae

1994.09.11

城川四郎；八王子市高尾山

城川四郎；八王子市高尾山

2000.08.26

Dacrymycetes
Dacrymycetales
Dacrymycetaceae

アカキクラゲ綱

アカキクラゲ目
アカキクラゲ科

Calocera cornea (Batsch) Fr. ツノフノリタケ 横浜市
1989.06.18

2009.07.14

小田研悟；静岡県天城山系三蓋山

城川四郎；大和市泉の森

川四郎；平塚市土屋霊園付近

1992.06.29

1992.06.25

城

城川四郎

Calocera viscosa (Pers.) Fr. ニカワホウキタケ 埼玉
県奥秩父 2006.07.09
1996.09.06

城川四郎；山梨県八ヶ岳山麓

城川四郎；長野県小海町松原湖

城川四郎；長野県美ヶ原
県伯耆大山

1991.07.29

1999.08.24

2011.07.10

城川四郎；鳥取

城川四郎

Dacrymyces chrysospermus Berk. & M.A. Curtis
ナビラダクリオキン

長野県小海町松原湖

城川四郎；長野県小海町松原湖

Dacrymyces roseotinctus Lloyd
秦野市丹沢小丸尾根

県精進湖

2001.06.18

ハ

2007.07.08

2011.07.10

城川四郎

モモイロダクリオキ

2001.06.17

城川四郎；山梨

城川四郎

Guepiniopsis buccina (Pers.) L.L. Kenn. タテガタツノ
マタタケ

静岡県大仁町

町民の森

2009.07.13

城川

四郎
Tremellomycetes
Tremellales
Tremellaceae

シロキクラゲ綱

シロキクラゲ目
シロキクラゲ科

Phaeotremella fimbriata (Pers.) Spirin & V. Malysheva
クロハナビラニカワタケ

清川村宮ケ瀬

1992.10.12

サビキン綱

プクキニア目
プクキニア科（サビキン科）

Stereostratum corticioides (Berk. & Broome) H. Magn.
メダケアカゴロモビョウキン（メダケ赤衣病菌） 秦野
市渋沢

城川四郎

プクキニア亜門

Urediniomycetes

城川四郎；八王

Thelephora vialis Schwein. ツブイボタケ 多摩市聖跡

城川四郎

城川四郎；秦野市

Tremella pulvinalis Kobayasi シロニカワタケ 山梨県

城川四郎；山梨県八ヶ岳

東京都多摩市桜ケ丘公園

ン

1992.09.27

石山金次郎

Thelephora aurantiotincta Corner

寺家

城川四郎

山稜（小丸） 1992.06.13

Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. トサカイボタケ
長野県松原湖

2012.07.22

Tremella mesenterica Retz. コガネニカワタケ 鎌倉

イボタケ科

山梨県富士山三合目

Tremella fuciformis Berk. シロキクラゲ 鎌倉市中鎌

2011.05.10

城川四郎

