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2 大曽根 トンボ イトトンボ アジアイトトンボ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 終齢幼虫(ヤゴ)

3 大曽根 トンボ イトトンボ アオモンイトトンボ アジアイトトンボ オス 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

4 大曽根 トンボ イトトンボ アオモンイトトンボ アジアイトトンボ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

5 大曽根 トンボ イトトンボ アオモンイトトンボ アジアイトトンボ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_27 写真有り

6 大曽根 トンボ イトトンボ アオモンイトトンボ アジアイトトンボ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

7 大曽根 トンボ イトトンボ アオモンイトトンボ アオモンイトトンボ オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

8 大曽根 トンボ ヤンマ ヤンマ ギンヤンマ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

9 大曽根 トンボ ヤンマ ヤンマ ギンヤンマ オス 2 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

10 大曽根 トンボ ヤンマ ヤンマ ギンヤンマ オス 2 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

11 大曽根 トンボ トンボ トンボ オオシオカラトンボ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_28 写真有り

12 大曽根 トンボ トンボ トンボ オオシオカラトンボ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

14 大曽根 トンボ トンボ トンボ ショウジョウトンボ オス 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

15 大曽根 トンボ トンボ トンボ シオカラトンボ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

16 大曽根 トンボ トンボ トンボ シオカラトンボ メス 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

18 大曽根 トンボ トンボ トンボ シオカラトンボ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

19 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ ノシメトンボ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

20 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ ノシメトンボ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_50 写真有り(メス)

22 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ ノシメトンボ オス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_71 写真有り(メス)

23 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ コノシメトンボ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_52 写真有り(オス)

26 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ アキアカネ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_72 写真有り(オス)

27 大曽根 トンボ トンボ アカトンボ ナツアカネ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_29 写真有り

31 大曽根 トンボ トンボ ベニトンボ コシアキトンボ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

32 大曽根 トンボ トンボ ベニトンボ コシアキトンボ オス 5 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

34 大曽根 トンボ トンボ ハネビロトンボ チョウトンボ 1 目撃 2007/7/21 斉藤･土岐

35 大曽根 トンボ トンボ ハネビロトンボ ウスバキトンボ 2メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

36 大曽根 トンボ トンボ ハネビロトンボ ウスバキトンボ オス･メス 多 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

38 大曽根 トンボ トンボ ハネビロトンボ ウスバキトンボ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_69 写真有り(メス)

40 大曽根 バッタ キリギリス クサキリ シブイロカヤキリモドキ メス 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

42 大曽根 バッタ キリギリス クサキリ クビキリギス オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

43 大曽根 バッタ ツユムシ ツユムシ 1オス1メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

45 大曽根 バッタ ツユムシ セスジツユムシ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_30 写真有り

46 大曽根 バッタ ツユムシ セスジツユムシ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_77 写真有り(オス)

47 大曽根 バッタ マツムシ カンタン カンタン メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

48 大曽根 バッタ ヒバリモドキ ヒバリモドキ ウスグモスズ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 幼虫

49 大曽根 バッタ ヒバリモドキ ヤチスズ マダラスズ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

50 大曽根 バッタ ヒバリモドキ ヤチスズ マダラスズ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

51 大曽根 バッタ カネタタキ カネタタキ 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐 幼虫

52 大曽根 バッタ ケラ ケラ 1 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下､素早く巣穴に逃込む。

53 大曽根 バッタ ノミバッタ ノミバッタ ノミバッタ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

54 大曽根 バッタ ノミバッタ ノミバッタ ノミバッタ 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

55 大曽根 バッタ ヒシバッタ ヒシバッタ ハラヒシバッタ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

56 大曽根 バッタ ヒシバッタ ヒシバッタ ハネナガヒシバッタ 1 採集 2007/5/19 斉藤

57 大曽根 バッタ ヒシバッタ ヒシバッタ ハネナガヒシバッタ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

58 大曽根 バッタ オンブバッタ オンブバッタ オンブバッタ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_78 写真有り

59 大曽根 バッタ バッタ イナゴ コバネイナゴ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 幼虫

60 大曽根 バッタ バッタ イナゴ コバネイナゴ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_79 写真有り

61 大曽根 バッタ バッタ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_31 写真有り

62 大曽根 バッタ バッタ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

63 大曽根 バッタ バッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

65 大曽根 バッタ バッタ トノサマバッタ イボバッタ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

67 大曽根 カマキリ カマキリ ハラビロカマキリ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 卵のう(古いもの、孵化済み)
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68 大曽根 カマキリ カマキリ ハラビロカマキリ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 卵のう

69 大曽根 カマキリ カマキリ チョウセンカマキリ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

70 大曽根 カマキリ カマキリ オオカマキリ 1 目撃 2007/1/13 土岐 卵のう

71 大曽根 カマキリ カマキリ オオカマキリ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 卵のう

72 大曽根 カマキリ カマキリ オオカマキリ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_75 写真有り

74 大曽根 カマキリ カマキリ コカマキリ 3 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 昆16 卵のう､石の下

77 大曽根 ハサミムシ ハサミムシ ハマベハサミムシ メス 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_107

80 大曽根 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 2 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木、2幼虫採集

82 大曽根 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木､石の下

84 大曽根 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 1 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

88 大曽根 カメムシ アメンボ アメンボ アメンボ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

89 大曽根 カメムシ アメンボ ヒメアメンボ ヒメアメンボ 3 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

90 大曽根 カメムシ ミズギワカメムシ コミズギワカメムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

91 大曽根 カメムシ ミズギワカメムシ ウスイロミズギワカメムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

92 大曽根 カメムシ ミズギワカメムシ ウスイロミズギワカメムシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

93 大曽根 カメムシ カスミカメムシ チビカスミカメ ホソヒョウタンカスミカメ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

94 大曽根 カメムシ カスミカメムシ チビカスミカメ ウスイロホソカスミカメ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

95 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ アカホシカスミカメ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

96 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ ツマグロハギカスミカメ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

97 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ ツマグロハギカスミカメ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

98 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ ヨツボシカスミカメ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

99 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ ヒメセダカカスミカメ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

100 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ フタトゲムギカスミカメ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

101 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ イネホソミドリカスミカメ 5 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

103 大曽根 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ イネホソミドリカスミカメ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

104 大曽根 カメムシ マキバサシガメ アシブトマキバサシガメ アシブトマキバサシガメ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆11 短翅型､石の下

105 大曽根 カメムシ マキバサシガメ マキバサシガメ ハネナガマキバサシガメ 1 採集 2007/5/27 斉藤

106 大曽根 カメムシ マキバサシガメ マキバサシガメ ハネナガマキバサシガメ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

108 大曽根 カメムシ ハナカメムシ Anthocorinae ナミヒメハナカメムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

110 大曽根 カメムシ グンバイムシ ヤブガラシグンバイ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

111 大曽根 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

112 大曽根 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/5/19 斉藤

113 大曽根 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 3 採集 2007/5/27 斉藤

114 大曽根 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

117 大曽根 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

120 大曽根 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 1 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

123 大曽根 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 7 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

126 大曽根 カメムシ サシガメ モンシロサシガメ トゲサシガメ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆04 石の下

127 大曽根 カメムシ サシガメ モンシロサシガメ トゲサシガメ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆09 石の下

128 大曽根 カメムシ サシガメ トビイロサシガメ モモブトトビイロサシガメ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 幼虫

129 大曽根 カメムシ サシガメ トビイロサシガメ モモブトトビイロサシガメ 2 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆10 幼虫､石の下

130 大曽根 カメムシ サシガメ クロモンサシガメ クロモンサシガメ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆12 幼虫､石の下

132 大曽根 カメムシ イトカメムシ イトカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

133 大曽根 カメムシ ナガカメムシ マダラナガカメムシ ヒメジュウジナガカメムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

134 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐

135 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐

136 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 3 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

137 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 6 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

139 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

140 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤

141 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 3 採集 2007/5/27 斉藤
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142 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 5 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

144 大曽根 カメムシ ナガカメムシ オオメナガカメムシ オオメカメムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

145 大曽根 カメムシ ナガカメムシ オオメナガカメムシ オオメカメムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

146 大曽根 カメムシ ナガカメムシ オオメナガカメムシ ヒメオオメカメムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

147 大曽根 カメムシ ナガカメムシ オオメナガカメムシ ヒメオオメカメムシ 2 採集 2007/5/27 斉藤

148 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒゲナガカメムシ ヒゲナガカメムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

150 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ヒゲナガカメムシ ヒゲナガカメムシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

153 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 6 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

154 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 多 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 木片下

156 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 4 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 木板下

158 大曽根 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

159 大曽根 カメムシ オオホシカメムシ ヒメホシカメムシ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

161 大曽根 カメムシ ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

162 大曽根 カメムシ ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_55 写真有り

163 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホソハリカメムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

164 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホソハリカメムシ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

165 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホソハリカメムシ 4 採集 2007/5/27 斉藤

168 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ 3オス1メス 4 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

170 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ 多 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 木片下

173 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホオズキカメムシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_32 写真有り

174 大曽根 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホオズキカメムシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_81 写真有り

175 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ アカヒメヘリカメムシ 6 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

176 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ アカヒメヘリカメムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤

177 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 3 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

178 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ アカヒメヘリカメムシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

179 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 4 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

180 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

181 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

182 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

183 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ケブカヒメヘリカメムシ 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

184 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 1 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_97 カラスノエンドウ葉上

185 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

186 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 3 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

187 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

188 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤

189 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 2 採集 2007/5/27 斉藤

190 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

191 大曽根 カメムシ ヒメヘリカメムシ ブチヒゲヘリカメムシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

192 大曽根 カメムシ マルカメムシ マルカメムシ 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_60 写真有り

194 大曽根 カメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

197 大曽根 カメムシ ツチカメムシ モンツチカメムシ ミツボシツチカメムシ 6 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

198 大曽根 カメムシ ツチカメムシ モンツチカメムシ フタボシツチカメムシ 2 採集 2007/5/27 斉藤

199 大曽根 カメムシ ツチカメムシ モンツチカメムシ フタボシツチカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

200 大曽根 カメムシ カメムシ クロカメムシ ハナダカカメムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

201 大曽根 カメムシ カメムシ クロカメムシ オオクロカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

205 大曽根 カメムシ カメムシ クロカメムシ ヒメクロカメムシ 3 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

207 大曽根 カメムシ カメムシ クロカメムシ ヒメクロカメムシ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

209 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ ウズラカメムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

211 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ ナガメ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

213 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ クサギカメムシ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 木板下

214 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ クサギカメムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤
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215 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ クサギカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

216 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ ブチヒゲカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

218 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ ブチヒゲカメムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

219 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ チャバネアオカメムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

221 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ シラホシカメムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

222 大曽根 カメムシ カメムシ カメムシ シラホシカメムシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

223 大曽根 カメムシ カメムシ クチブトカメムシ シロヘリクチブトカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆06 石の下

224 大曽根 カメムシ カメムシ クチブトカメムシ ルリクチブトカメムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

227 大曽根 カメムシ アオバハゴロモ アオバハゴロモ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

228 大曽根 カメムシ アオバハゴロモ アオバハゴロモ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

229 大曽根 カメムシ セミ セミ ツクツクボウシ 3 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_56 写真有り(羽化殻)

231 大曽根 カメムシ セミ セミ ツクツクボウシ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

232 大曽根 カメムシ セミ セミ アブラゼミ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

234 大曽根 カメムシ セミ セミ ニイニイゼミ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_33 写真有り(羽化殻)

236 大曽根 カメムシ セミ セミ ミンミンゼミ 5 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 羽化殻

237 大曽根 カメムシ セミ セミ ミンミンゼミ オス 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_59 写真有り(オス)

239 大曽根 カメムシ ヨコバイ オオヨコバイ ツマグロオオヨコバイ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_110

240 大曽根 カメムシ ヨコバイ ミミズク コミミズク 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

242 大曽根 アミメカゲロウ クサカゲロウ ヤマトクサカゲロウ 4 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

243 大曽根 アミメカゲロウ クサカゲロウ ヤマトクサカゲロウ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

244 大曽根 コウチュウ オサムシ アトキリゴミムシ コルリアトキリゴミムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐
北米からの外来種
(初記録1989)

245 大曽根 コウチュウ オサムシ アトキリゴミムシ コルリアトキリゴミムシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 北米からの外来種

246 大曽根 コウチュウ オサムシ ミズギワゴミムシ ヨツモンコミズギワゴミムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

248 大曽根 コウチュウ オサムシ ゴモクムシ ウスアカクロゴモクムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

249 大曽根 コウチュウ オサムシ ゴモクムシ ケウスゴモクムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

250 大曽根 コウチュウ ゲンゴロウ ゲンゴロウ ハイイロゲンゴロウ 1オス1メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

251 大曽根 コウチュウ シデムシ シデムシ オオヒラタシデムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

256 大曽根 コウチュウ コガネムシ マグソコガネ マグソコガネ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

257 大曽根 コウチュウ コガネムシ マグソコガネ マグソコガネ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

258 大曽根 コウチュウ コガネムシ コフキコガネ クロコガネ 1 採集 2007/5/27 斉藤

260 大曽根 コウチュウ コガネムシ スジコガネ ドウガネブイブイ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

261 大曽根 コウチュウ コガネムシ スジコガネ マメコガネ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_34 写真有り

262 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ シロテンハナムグリ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_19 写真有り

263 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ シロテンハナムグリ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

264 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ シロテンハナムグリ 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_61 写真有り(クヌギ樹幹)

265 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ シロテンハナムグリ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_82 写真有り

266 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ コアオハナムグリ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

267 大曽根 コウチュウ コガネムシ ハナムグリ コアオハナムグリ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

268 大曽根 コウチュウ コガネムシ ヒラタハナムグリ ヒラタハナムグリ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

272 大曽根 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ウメチビタマムシ 6 採集 2007/5/27 斉藤

276 大曽根 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 16 採集 3月24日 斉藤･土岐

278 大曽根 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 5 採集 4月14日 斉藤･土岐

280 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 6 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

281 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 6 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

283 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 多 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

287 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ マダラチビコメツキ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

288 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ マダラチビコメツキ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

289 大曽根 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ サビキコリ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

290 大曽根 コウチュウ コメツキムシ ミズギワコメツキ ヨツモンミズギワコメツキ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

291 大曽根 コウチュウ ホタル マドボタル オバボタル 1 採集 2007/5/27 斉藤
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293 大曽根 コウチュウ ホタル マドボタル オバボタル 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

294 大曽根 コウチュウ カツオブシムシ マルカツオブシムシ ヒメマルカツオブシムシ 3 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

296 大曽根 コウチュウ カツオブシムシ マダラカツオブシムシ ヒメカツオブシムシ 3 採集 2007/5/27 斉藤

297 大曽根 コウチュウ カツオブシムシ マダラカツオブシムシ ヒメカツオブシムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

300 大曽根 コウチュウ カッコウムシ メダカカッコウムシ ヤマトヒメメダカカッコウ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

301 大曽根 コウチュウ ジョウカイモドキ ジョウカイモドキ ヒロオビジョウカイモドキ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

302 大曽根 コウチュウ ケシキスイ デオケシキスイ クロハナケシキスイ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

303 大曽根 コウチュウ ケシキスイ ケシキスイ ホソキヒラタケシキスイ 2 採集 2007/5/27 斉藤

304 大曽根 コウチュウ ケシキスイ ケシキスイ ホソキヒラタケシキスイ 4 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

305 大曽根 コウチュウ ネスイムシ デオネスイ オバケデオネスイ 1 採集 2007/5/19 斉藤

306 大曽根 コウチュウ ホソヒラタムシ ホソヒラタムシ ホソヒラタキスイ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

307 大曽根 コウチュウ ホソヒラタムシ ホソヒラタムシ ホソヒラタキスイ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

308 大曽根 コウチュウ ホソヒラタムシ ホソヒラタムシ ホソヒラタキスイ 4 採集 2007/5/27 斉藤

309 大曽根 コウチュウ ホソヒラタムシ ホソヒラタムシ ホソヒラタキスイ 4 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

310 大曽根 コウチュウ キスイムシ キスイムシ クロモンキスイ 1 採集 2007/5/27 斉藤

314 大曽根 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

315 大曽根 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

316 大曽根 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

321 大曽根 コウチュウ テントウムシ メツブテントウムシ クロツヤテントウ 1 採集 2007/5/19 斉藤

322 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ ヨツモンヒメテントウ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

323 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ ヨツモンヒメテントウ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

324 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ コクロヒメテントウ 5 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

325 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ コクロヒメテントウ 1 採集 2007/5/27 斉藤

326 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ コクロヒメテントウ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

327 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ ババヒメテントウ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

328 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ ババヒメテントウ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

329 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ クロヘリヒメテントウ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

330 大曽根 コウチュウ テントウムシ ヒメテントウムシ アトホシヒメテントウ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

332 大曽根 コウチュウ テントウムシ クチビルテントウムシ ヒメアカホシテントウ 1 採集 2007/5/27 斉藤

333 大曽根 コウチュウ テントウムシ クチビルテントウムシ アカホシテントウ 5 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_20 写真有り

334 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 1 目撃 2007/1/13 土岐

337 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 1 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐

339 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 多 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_98 写真有り(幼虫)

340 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 6 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

343 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ムーアシロホシテントウ 9 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

344 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ムーアシロホシテントウ 2 採集 2007/5/27 斉藤

345 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ムーアシロホシテントウ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

348 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ダンダラテントウ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

350 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ キイロテントウ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

351 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ キイロテントウ 3 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

353 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナミテントウ 7 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_01 交尾の写真有り

354 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナミテントウ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

355 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナミテントウ 1 採集 2007/5/27 斉藤

356 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナミテントウ 6 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_21 写真有り

358 大曽根 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ヒメカメノコテントウ 5 採集 2007/5/27 斉藤

361 大曽根 コウチュウ テントウムシ マダラテントウムシ ニジュウヤホシテントウ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

364 大曽根 コウチュウ ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ 3 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

366 大曽根 コウチュウ ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ 多 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

368 大曽根 コウチュウ ゴミムシダマシ エグリゴミムシダマシ エグリゴミムシダマシ オス 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

372 大曽根 コウチュウ ゴミムシダマシ クチキムシ ウスイロクチキムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

375 大曽根 コウチュウ ゴミムシダマシ ハムシダマシ ヒゲブトハムシダマシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐
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377 大曽根 コウチュウ カミキリモドキ ナガカミキリモドキ キバネカミキリモドキ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

378 大曽根 コウチュウ カミキリモドキ カミキリモドキ モモブトカミキリモドキ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

379 大曽根 コウチュウ カミキリモドキ ナガカミキリモドキ アオカミキリモドキ 1 採集 2007/5/27 斉藤

380 大曽根 コウチュウ クビナガムシ ツメボソクビナガムシ クビカクシナガクチキムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

382 大曽根 コウチュウ アリモドキ クビボソムシ キアシクビボソムシ 5 採集 2007/3/10 斉藤･土岐
ケヤキ､クヌギ樹皮下、
集団越冬

383 大曽根 コウチュウ アリモドキ クビボソムシ キアシクビボソムシ 11 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

384 大曽根 コウチュウ アリモドキ クビボソムシ キアシクビボソムシ 4 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

385 大曽根 コウチュウ アリモドキ クビボソムシ キアシクビボソムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

386 大曽根 コウチュウ アリモドキ アリモドキ ケオビアリモドキ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

387 大曽根 コウチュウ アリモドキ アリモドキ ホソクビアリモドキ 1 採集 2007/5/27 斉藤

388 大曽根 コウチュウ アリモドキ アリモドキ アカモンホソアリモドキ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

389 大曽根 コウチュウ アリモドキ アリモドキ アカモンホソアリモドキ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

390 大曽根 コウチュウ ハナノミダマシ フナガタハナノミ タケイフナガタハナノミ 1 採集 2007/5/27 斉藤

391 大曽根 コウチュウ ハナノミダマシ フナガタハナノミ タケイフナガタハナノミ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

393 大曽根 コウチュウ カミキリムシ カミキリ テツイロヒメカミキリ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 中国原産の帰化昆虫

394 大曽根 コウチュウ カミキリムシ フトカミキリ ケシカミキリ 1 採集 2007/5/27 斉藤

395 大曽根 コウチュウ マメゾウムシ アズキマメゾウムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

397 大曽根 コウチュウ ハムシ クビボソハムシ キバラルリクビボソハムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

399 大曽根 コウチュウ ハムシ カメノコハムシ ヒメジンガサハムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

401 大曽根 コウチュウ ハムシ ハムシ コガタルリハムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆08 ギシギシ近辺

402 大曽根 コウチュウ ハムシ ハムシ コガタルリハムシ 4 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆20 ギシギシ､交尾観察

403 大曽根 コウチュウ ハムシ ハムシ コガタルリハムジ 8 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

404 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 2 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

405 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 6 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

406 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

407 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤

408 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

409 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

410 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_83 写真有り

413 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ クロウリハムシ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_84 写真有り

414 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ エノキハムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

415 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ニレハムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

416 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシモドキ 6 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

417 大曽根 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ ウリハムシモドキ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

418 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ クロボシトビハムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

419 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ アカバナトビハムシ 2 採集 2007/5/19 斉藤

420 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ アカバナトビハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

421 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ アカバナトビハムシ 6 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

423 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ アカバナトビハムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

424 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ コクロアシナガトビハムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

427 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ テントウノミハムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

428 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ ナトビハムシ 2 採集 2007/5/27 斉藤

429 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ ナトビハムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

430 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ ナスナガスネトビハムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

431 大曽根 コウチュウ ハムシ トビハムシ ナスナガスネトビハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

432 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ドウガネサルハムシ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

433 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ドウガネサルハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

434 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ドウガネサルハムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

435 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ヒメキバネサルハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

436 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ヒメキバネサルハムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐
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437 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ ヒメキバネサルハムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

438 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ カサハラハムシ 7 採集 2007/5/19 斉藤

439 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ カサハラハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

440 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ カサハラハムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

441 大曽根 コウチュウ ハムシ サルハムシ サクラサルハムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

442 大曽根 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

444 大曽根 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 8 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

445 大曽根 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 1 採集 2007/5/19 斉藤

446 大曽根 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 1 採集 2007/5/27 斉藤

447 大曽根 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

448 大曽根 コウチュウ ゾウムシ カツオゾウムシ カツオゾウムシ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

450 大曽根 コウチュウ ゾウムシ ゾウムシ アカアシノミゾウムシ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

451 大曽根 コウチュウ ゾウムシ ヒメゾウムシ マダラヒメゾウムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

452 大曽根 コウチュウ ゾウムシ ヒメゾウムシ マダラヒメゾウムシ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

453 大曽根 コウチュウ ゾウムシ サルゾウムシ アカアシクチブトサルゾウムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

454 大曽根 コウチュウ ゾウムシ サルゾウムシ アカアシクチブトサルゾウムシ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

455 大曽根 コウチュウ ゾウムシ サルゾウムシ アカアシクチブトサルゾウムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

456 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クモゾウムシ トゲハラヒラセクモゾウムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

458 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 3 目撃 2007/1/13 土岐 ケヤキ樹皮下

462 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

464 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 9 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

465 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 3 採集 2007/5/19 斉藤

466 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 6 採集 2007/5/27 斉藤

467 大曽根 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

468 大曽根 ハエ ガガンボ ガガンボ キリウジガガンボ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

470 大曽根 ハエ ユスリカ セスジユスリカ 多 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_103 写真有り(メス)

471 大曽根 ハエ ミズアブ Beridinae エゾホソルリミズアブ 8 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

472 大曽根 ハエ ミズアブ Sarginae コウカアブ 2オス2メス 4 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_22

473 大曽根 ハエ ミズアブ Sarginae コウカアブ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

474 大曽根 ハエ ミズアブ Sarginae キイロコウカアブ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

475 大曽根 ハエ ミズアブ Sarginae ハラキンミズアブ 1 採集 2007/5/19 斉藤

476 大曽根 ハエ ミズアブ Stratiomyinae ミズアブ 3 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_63 写真有り(メス)

477 大曽根 ハエ ミズアブ Stratiomyinae ミズアブ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

478 大曽根 ハエ ミズアブ Hermetiinae アメリカミズアブ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

480 大曽根 ハエ ミズアブ Hermetiinae アメリカミズアブ 3 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_85 写真有り

481 大曽根 ハエ ツリアブ Anthracinae クロバネツリアブ 4 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

482 大曽根 ハエ ツリアブ Anthracinae クロバネツリアブ 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

484 大曽根 ハエ ムシヒキアブ Ommatiinae アオメアブ 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_35 写真有り(交尾)

485 大曽根 ハエ ムシヒキアブ Apocleinae シオヤアブ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

486 大曽根 ハエ ムシヒキアブ Apocleinae シオヤアブ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

487 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ クロヒラタアブ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 草地スウィーピング

489 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ホソヒラタアブ 3 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 セイヨウカラシナ訪花

490 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ホソヒラタアブ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

491 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ホソヒラタアブ 8 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

495 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 草地スウィーピング

496 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ オス･メス 多 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_100、昆02_101 写真2枚有り(オスメス)

497 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ メス 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

499 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ 6 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

501 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ キタヒメヒラタアブ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 草地スウィーピング

502 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ キタヒメヒラタアブ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

503 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ キイロナミホシヒラタアブ オス 1 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 葉上静止
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504 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ツヤヒラタアブ 6 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

505 大曽根 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ホソヒメヒラタアブ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_13 写真有り

506 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ シマハナアブ メス 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆24 セイヨウカラシナ訪花

507 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ シマハナアブ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

508 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ ナミハナアブ オス 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 セイヨウタンポポに訪花

509 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ ナミハナアブ 1 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 セイヨウカラシナ訪花

510 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

511 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

514 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ 1 採集 2007/5/27 斉藤

515 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

517 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ シマアシブトハナアブ 1 採集 2007/5/27 斉藤

518 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ オオハナアブ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

519 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ オオハナアブ オス 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_62 写真有り

521 大曽根 ハエ ハナアブ ナミハナアブ ルリハナアブ 1 採集 2007/5/19 斉藤

524 大曽根 ハエ ミバエ Phytalminae ミスジミバエ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

525 大曽根 ハエ ミバエ Phytalminae ハルササハマダラミバエ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

526 大曽根 ハエ ミバエ Phytalminae ノゲシケブカミバエ 1 採集 2007/5/19 斉藤

527 大曽根 ハエ ミバエ Phytalminae ツマホシケブカミバエ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

528 大曽根 ハエ ヤチバエ Sciomyzinae ヒゲナガヤチバエ 3 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

529 大曽根 ハエ ヤチバエ Sciomyzinae ヒゲナガヤチバエ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

531 大曽根 ハエ ヤチバエ Sciomyzinae ヒゲナガヤチバエ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

532 大曽根 ハエ ヤチバエ Sciomyzinae Pherbellia nana　ヤチバエの一種(和名なし) 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

533 大曽根 ハエ ミギワバエ ミナミカマバエ 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

535 大曽根 ハエ クロバエ クロバエ ケブカクロバエ オス 1 目撃 2007/1/13 土岐

538 大曽根 チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ オス 1 採集 2007/5/19 斉藤

539 大曽根 チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

540 大曽根 チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

541 大曽根 チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

543 大曽根 チョウ セセリチョウ キマダラセセリ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

544 大曽根 チョウ セセリチョウ キマダラセセリ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_65 写真有り

545 大曽根 チョウ セセリチョウ チャバネセセリ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

546 大曽根 チョウ セセリチョウ チャバネセセリ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_66 写真有り

547 大曽根 チョウ セセリチョウ チャバネセセリ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

548 大曽根 チョウ アゲハチョウ アゲハチョウ オス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

550 大曽根 チョウ アゲハチョウ ナガサキアゲハ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

551 大曽根 チョウ アゲハチョウ アオスジアゲハ 2オス1メス 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

554 大曽根 チョウ アゲハチョウ クロアゲハ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

556 大曽根 チョウ アゲハチョウ キアゲハ オス･メス 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

557 大曽根 チョウ シロチョウ キチョウ オス･メス 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

558 大曽根 チョウ シロチョウ モンキチョウ オス 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

559 大曽根 チョウ シロチョウ モンキチョウ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

560 大曽根 チョウ シロチョウ モンキチョウ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

561 大曽根 チョウ シロチョウ モンキチョウ 2メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 白色型1､黄色型1

563 大曽根 チョウ シロチョウ モンシロチョウ オス 2 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

564 大曽根 チョウ シロチョウ モンシロチョウ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

566 大曽根 チョウ シロチョウ モンシロチョウ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

567 大曽根 チョウ シロチョウ ツマキチョウ オス･メス 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_04 メスの写真有り

569 大曽根 チョウ シジミチョウ ヤマトシジミ 1オス1メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_38 写真有り(メス)

570 大曽根 チョウ シジミチョウ ベニシジミ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_05 メスの写真有り

571 大曽根 チョウ シジミチョウ ベニシジミ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

572 大曽根 チョウ シジミチョウ ベニシジミ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_88 写真有り
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573 大曽根 チョウ シジミチョウ ムラサキツバメ オス 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

574 大曽根 チョウ シジミチョウ ムラサキツバメ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

575 大曽根 チョウ シジミチョウ ルリシジミ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

577 大曽根 チョウ シジミチョウ ツバメシジミ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

579 大曽根 チョウ タテハチョウ キタテハ オス 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆17 1♂採集

580 大曽根 チョウ タテハチョウ キタテハ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

581 大曽根 チョウ タテハチョウ キタテハ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

582 大曽根 チョウ タテハチョウ キタテハ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_86 写真有り

584 大曽根 チョウ タテハチョウ ゴマダラチョウ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

585 大曽根 チョウ タテハチョウ ゴマダラチョウ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

587 大曽根 チョウ タテハチョウ ヒメアカタテハ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

589 大曽根 チョウ タテハチョウ ヒメアカタテハ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

590 大曽根 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

591 大曽根 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

592 大曽根 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン オス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_37 写真有り

593 大曽根 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

596 大曽根 チョウ タテハチョウ サトキマダラヒカゲ オス･メス 2 採集 2007/5/27 斉藤

597 大曽根 チョウ タテハチョウ サトキマダラヒカゲ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

599 大曽根 チョウ タテハチョウ サトキマダラヒカゲ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

600 大曽根 チョウ タテハチョウ ヒメジャノメ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

601 大曽根 チョウ ハマキガ ヒメハマキガ ヨツスジヒメシンクイ 1 目撃 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_113 写真有り

603 大曽根 チョウ ヒロズコガ フサクチヒロズコガ マダラマルハヒロズコガ 3 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 幼虫

605 大曽根 チョウ マダラガ マダラガ ブドウスカシクロバ 1 採集 2007/5/27 斉藤

607 大曽根 チョウ イラガ ヒロヘリアオイラガ 3 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 3繭採集(羽化後のもの)

609 大曽根 チョウ ツトガ ツトガ クロフタオビツトガ 1 目撃 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_112 写真有り

610 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ ユウグモノメイガ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_06 写真有り

611 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ ユウグモノメイガ 1 目撃 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_39 写真有り

612 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ ヒメトガリノメイガ 3 目撃 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_95 写真有り

613 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ ワモンノメイガ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_23 写真有り

614 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ マエアカスカシノメイガ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_24 写真有り

615 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ ヨツボシノメイガ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

616 大曽根 チョウ ツトガ ノメイガ シロオビノメイガ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

617 大曽根 チョウ トリバガ カマトリバガ ヒルガオトリバ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆18

620 大曽根 チョウ シャクガ ナミシャク フトジマナミシャク 1 目撃 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_40 写真有り

622 大曽根 チョウ カイコガ クワコ 3 目撃 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_94 写真有り(幼虫)

623 大曽根 チョウ ヤママユガ ヤママユガ オオミズアオ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_42 写真有り

624 大曽根 チョウ スズメガ スズメガ サザナミスズメ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_26 クヌギ樹幹､写真有り

627 大曽根 チョウ スズメガ スズメガ モモスズメ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_68 写真有り

628 大曽根 チョウ スズメガ ホウジャク ブドウスズメ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_41 写真有り(幼虫→死亡)

629 大曽根 チョウ スズメガ ホウジャク オオスカシバ 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

630 大曽根 チョウ スズメガ ホウジャク オオスカシバ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

632 大曽根 チョウ ヒトリガ ヒトリガ アメリカシロヒトリ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_91 写真有り(幼虫)

633 大曽根 チョウ ヤガ タバコガ ツメクサガ 2 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

637 大曽根 チョウ ヤガ シタバガ オオウンモンクチバ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_36 写真有り

638 大曽根 チョウ ヤガ シタバガ オオウンモンクチバ 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

639 大曽根 チョウ ヤガ シタバガ ホソオビアシブトクチバ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

640 大曽根 チョウ ヤガ クルマアツバ オオシラナミアツバ 5 目撃 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_96 写真有り

641 大曽根 ハチ ミフシハバチ ルリチュウレンジ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

642 大曽根 ハチ ハバチ ホソハバチ ハグロハバチ オス 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 草地スウィーピング

643 大曽根 ハチ コンボウヤセバチ オオコンボウヤセバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

647 大曽根 ハチ アシブトコバチ キアシブトコバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐
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649 大曽根 ハチ アシブトコバチ ハエヤドリアシブトコバチ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

650 大曽根 ハチ アシブトコバチ オニアシブトコバチ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

651 大曽根 ハチ セイボウ セイボウ ハラアカマルセイボウ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

653 大曽根 ハチ ツチバチ ナミツチバチ キオビツチバチ メス 1 目撃 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_48 写真有り

654 大曽根 ハチ ツチバチ ナミツチバチ キオビツチバチ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

655 大曽根 ハチ ツチバチ ナミツチバチ アカスジツチバチ 1オス1メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

656 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ ヒメハラナガツチバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

657 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ ヒメハラナガツチバチ 3オス1メス 4 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

658 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ ヒメハラナガツチバチ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

659 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ ヒメハラナガツチバチ 2オス1メス 3 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

660 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ キンケハラナガツチバチ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

661 大曽根 ハチ ツチバチ ハラナガツチバチ キンケハラナガツチバチ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

662 大曽根 ハチ ベッコウバチ ムカシベッコウ ベッコウバチ メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

663 大曽根 ハチ ベッコウバチ ナミベッコウ オオモンクロベッコウ 4 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

664 大曽根 ハチ ドロバチ スズバチ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

666 大曽根 ハチ ドロバチ オオフタオビドロバチ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

667 大曽根 ハチ ドロバチ オオフタオビドロバチ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

668 大曽根 ハチ ドロバチ フカイオオドロバチ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

669 大曽根 ハチ ドロバチ エントツドロバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

670 大曽根 ハチ ドロバチ エントツドロバチ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

671 大曽根 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ メス 6 採集 2007/5/27 斉藤

672 大曽根 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

673 大曽根 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ 1オス2メス 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

674 大曽根 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

676 大曽根 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ 1オス1メス 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

678 大曽根 ハチ ドロバチ キアシトックリバチ 1オス1メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

679 大曽根 ハチ ドロバチ キアシトックリバチ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

680 大曽根 ハチ ドロバチ ムモントックリバチ メス 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

682 大曽根 ハチ ドロバチ ムモントックリバチ 2オス2メス 4 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

683 大曽根 ハチ ドロバチ ミカドトックリバチ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

684 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバチ W 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_114 写真有り

687 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバヂ W 3 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_44、昆02_45 写真2枚有り(単独と営巣)

688 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバチ W 4 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

689 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバチ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

690 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ フタモンアシナガバチ 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

691 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ フタモンアシナガバチ W 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

692 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ セグロアシナガバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

693 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ セグロアシナガバチ W 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_46、昆02_47 写真2枚有り

694 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ セグロアシナガバチ W 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

695 大曽根 ハチ スズメバチ アシナガバチ セグロアシナガバチ W 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

698 大曽根 ハチ スズメバチ スズメバチ コガタスズメバチ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐 昆02_43 写真有り

699 大曽根 ハチ スズメバチ スズメバチ コガタスズメバチ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

700 大曽根 ハチ スズメバチ スズメバチ コガタスズメバチ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_92 写真有り

702 大曽根 ハチ アナバチ ドロジガバチ アメリカジガバチ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

703 大曽根 ハチ アナバチ ドロジガバチ アメリカジガバチ オス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

704 大曽根 ハチ アナバチ ドロジガバチ アメリカジガバチ メス 3 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

706 大曽根 ハチ アナバチ アナバチ コクロアナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

707 大曽根 ハチ アナバチ アナバチ コクロアナバチ 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

708 大曽根 ハチ アナバチ アナバチ コクロアナバチ 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

709 大曽根 ハチ アナバチ ジガバチ サトジガバチ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

710 大曽根 ハチ アリマキバチ ヨコバイハチ アシジロヨコバイバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐
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711 大曽根 ハチ ギングチバチ トゲアナバチ ヤマトトゲアナバチ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

712 大曽根 ハチ ギングチバチ ギングチバチ クララギングチバチ オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

713 大曽根 ハチ ギングチバチ ギングチバチ クララギングチバチ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

714 大曽根 ハチ ギングチバチ ギングチバチ イワタギングチバチ オス 1 採集 2007/5/27 斉藤

715 大曽根 ハチ ハナダカバチ アワフキバチ ミスジアワフキバチ メス 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

716 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ メス 4 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

717 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ メス 3 採集 2007/5/27 斉藤

718 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ メス 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

720 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ メス 4 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

721 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ 1オス8メス 9 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

722 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ フタモンカタコハナバチ メス 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

723 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ フタモンカタコハナバチ メス 2 採集 2007/5/27 斉藤

724 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ フタモンカタコハナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

725 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ フタモンカタコハナバチ オス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

726 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ ニッポンチビコハナバチ メス 3 採集 2007/5/27 斉藤

727 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ ヒラタチビコハナバチ メス 4 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

728 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ ヒラタチビコハナバチ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

729 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ サビイロカタコハナバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

730 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ オオエチビコハナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

732 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ オバケチビコハナバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

733 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ オバケチビコハナバチ メス 2 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

735 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ メス 3 採集 2007/5/27 斉藤

736 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

737 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

738 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ メス 5 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

739 大曽根 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ オス 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

740 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ ツルガハキリバチ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

741 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ ツルガハキリバチ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

743 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ バラハキリバチ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

744 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ バラハキリバチ オス 2 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

746 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ ヒメハキリバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

747 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ ムナカタハキリバチ 7オス3メス 10 採集 2007/5/27 斉藤

748 大曽根 ハチ ハキリバチ ハキリバチ ムナカタハキリバチ 1オス1メス 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

751 大曽根 ハチ フトハナバチ キマダラハナバチ コキマダラハナバチ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

752 大曽根 ハチ フトハナバチ フトハナバチ シロスジヒゲナガハナバチ オス 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

754 大曽根 ハチ フトハナバチ フトハナバチ シロスジヒゲナガハナバチ 5オス･3メス 8 採集 2007/5/27 斉藤

755 大曽根 ハチ フトハナバチ フトハナバチ シロスジヒゲナガハナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

759 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ キオビツヤハナバチ メス 3 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

760 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ キオビツヤハナバチ メス 1 採集 2007/5/27 斉藤

761 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ イワタチビツヤハナバチ メス 7 採集 2007/5/27 斉藤

762 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ イワタチビツヤハナバチ メス 1 採集 2007/7/21 斉藤･土岐

763 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ イワタチビツヤハナバチ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

764 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ キムネクマバチ 6 採集 2007/5/27 斉藤

765 大曽根 ハチ フトハナバチ クマバチ キムネクマバチ メス 2 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_93 写真有り

769 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 2 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

771 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_08 写真有り

772 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ セイヨウミツバチ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆22 セイヨウカラシナに訪花

773 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ セイヨウミツバチ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

774 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ セイヨウミツバチ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_08 写真有り

775 大曽根 ハチ ミツバチ ミツバチ セイヨウミツバチ 1 採集 2007/5/27 斉藤

776 大曽根 ハチ ミツバチ マルハナバチ セイヨウオオマルハナバチ W 1 採集 2007/5/27 斉藤 W = ワーカー
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778 大曽根 ハチ アリ ハリアリ オオハリアリ 多 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

779 大曽根 ハチ アリ ハリアリ オオハリアリ 多 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

781 大曽根 ハチ アリ フタフシアリ アミメアリ 多 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

782 大曽根 ハチ アリ フタフシアリ アミメアリ 多 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

783 大曽根 ハチ アリ フタフシアリ ハリブトシリアゲアリ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

784 大曽根 ハチ アリ フタフシアリ トビイロシワアリ 30 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

785 大曽根 ハチ アリ フタフシアリ トビイロシワアリ 28 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

786 大曽根 ハチ アリ カタアリ ルリアリ 幼･成 多 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆23 朽木

788 大曽根 ハチ アリ ヤマアリ クロヤマアリ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ幹上

791 大曽根 ハチ アリ ヤマアリ ウメマツオオアリ 2 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

792 大曽根 ハチ アリ ヤマアリ ウメマツオオアリ 多 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

793 大曽根 ハチ アリ ヤマアリ アメイロアリ 7 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

1 大鷲神社 シミ シミ セイヨウシミ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 エノキ樹皮下

13 大鷲神社 トンボ トンボ トンボ オオシオカラトンボ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_49 写真有り(オス)

17 大鷲神社 トンボ トンボ トンボ シオカラトンボ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

21 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ ノシメトンボ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_51 写真有り(オス)

24 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ マイコアカネ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_53 写真有り(メス)

25 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ マイコアカネ オス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

28 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ ナツアカネ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_54 写真有り(メス)

29 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ ナツアカネ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_73 写真有り(オス)

30 大鷲神社 トンボ トンボ アカトンボ ナツアカネ オス 4 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_74 写真有り(オス)

33 大鷲神社 トンボ トンボ ベニトンボ コシアキトンボ オス 1 目撃 2007/8/11 斉藤･土岐

75 大鷲神社 ハサミムシ ハサミムシ ハマベハサミムシ 1オス・1メス 2 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

76 大鷲神社 ハサミムシ ハサミムシ ハマベハサミムシ 1 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

81 大鷲神社 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 1 目撃 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

83 大鷲神社 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

118 大鷲神社 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

119 大鷲神社 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

121 大鷲神社 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

151 大鷲神社 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ オオモンシロナガカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆05 朽木

193 大鷲神社 カメムシ マルカメムシ マルカメムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

195 大鷲神社 カメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

210 大鷲神社 カメムシ カメムシ カメムシ ナガメ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

212 大鷲神社 カメムシ カメムシ カメムシ クサギカメムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆13 ケヤキ樹皮下

225 大鷲神社 カメムシ ツノカメムシ アオモンツノカメムシ 2 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ､ケヤキ樹皮下

226 大鷲神社 カメムシ ツノカメムシ アオモンツノカメムシ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆19 エノキ樹皮下

230 大鷲神社 カメムシ セミ セミ ツクツクボウシ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

233 大鷲神社 カメムシ セミ セミ アブラゼミ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_57 写真有り(交尾)

235 大鷲神社 カメムシ セミ セミ ニイニイゼミ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_58 写真有り(羽化殻)

238 大鷲神社 カメムシ セミ セミ ミンミンゼミ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

269 大鷲神社 コウチュウ タマムシ ウバタマムシ ウバタマムシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 昆02 アカマツ樹幹

270 大鷲神社 コウチュウ タマムシ ナガタマムシ ヒシモンナガタマムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆14 ムクノキ樹皮下

271 大鷲神社 コウチュウ タマムシ ナガタマムシ ヒシモンナガタマムシ 3 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

273 大鷲神社 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 4 採集 2月10日 斉藤･土岐

274 大鷲神社 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 20 採集 2月24日 斉藤･土岐

275 大鷲神社 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 20 採集 3月10日 斉藤･土岐

277 大鷲神社 コウチュウ タマムシ チビタマムシ ナミガタチビタマムシ 12 採集 3月24日 斉藤･土岐

286 大鷲神社 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ マダラチビコメツキ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

295 大鷲神社 コウチュウ カツオブシムシ マルカツオブシムシ ヒメマルカツオブシムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_02 写真有り

298 大鷲神社 コウチュウ コクヌスト マルコクヌスト ハロルドヒメコクヌスト 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ､ケヤキ樹皮下

299 大鷲神社 コウチュウ コクヌスト マルコクヌスト ハロルドヒメコクヌスト 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下
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317 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ メツブテントウムシ ムツボシテントウ 16 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 エノキ､ケヤキ樹皮下

318 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ メツブテントウムシ ムツボシテントウ 7 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ムクノキ､ケヤキ樹皮下

319 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ メツブテントウムシ ムツボシテントウ 4 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

320 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ メツブテントウムシ ムツボシテントウ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

331 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ クチビルテントウムシ ヒメアカホシテントウ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮上

341 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ムーアシロホシテントウ 2 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 昆15 ケヤキ樹皮下

342 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ムーアシロホシテントウ 1 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮上

347 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ダンダラテントウ 1 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ樹皮下

352 大鷲神社 コウチュウ テントウムシ テントウムシ キイロテントウ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_10 写真有り

362 大鷲神社 コウチュウ ミジンムシ ミジンムシ ナカグロミジンムシ 5 採集 2007/2/24 斉藤･土岐

369 大鷲神社 コウチュウ ゴミムシダマシ ゴミムシダマシ ユミアシゴミムシダマシ 1オス1メス 2 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆07 樹皮下

370 大鷲神社 コウチュウ ゴミムシダマシ キマワリ キマワリ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 幼虫､写真有り

373 大鷲神社 コウチュウ ゴミムシダマシ ハムシダマシ ヒゲブトハムシダマシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

374 大鷲神社 コウチュウ ゴミムシダマシ ハムシダマシ ヒゲブトハムシダマシ 2 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

376 大鷲神社 コウチュウ ゴミムシダマシ ハムシダマシ ヒゲブトハムシダマシ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

381 大鷲神社 コウチュウ アリモドキ クビボソムシ キアシクビボソムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 エノキ樹皮下

392 大鷲神社 コウチュウ カミキリムシ カミキリ ヒメスギカミキリ オス･メス 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

396 大鷲神社 コウチュウ ハムシ クビボソハムシ キバラルリクビボソハムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

398 大鷲神社 コウチュウ ハムシ クビボソハムシ アカクビボソハムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

400 大鷲神社 コウチュウ ハムシ ハムシ ヤナギルリハムシ 6 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_11 写真有り

411 大鷲神社 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ クロウリハムシ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆19 エノキ樹皮下

412 大鷲神社 コウチュウ ハムシ ヒゲナガハムシ クロウリハムシ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

425 大鷲神社 コウチュウ ハムシ トビハムシ テントウノミハムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ樹皮下

426 大鷲神社 コウチュウ ハムシ トビハムシ テントウノミハムシ 3 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 樹皮下

449 大鷲神社 コウチュウ ゾウムシ ゾウムシ アカアシノミゾウムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 エノキ樹皮下

459 大鷲神社 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 1オス1メス 2 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 交尾､ケヤキ樹皮下

460 大鷲神社 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 3 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ､エノキ樹皮下

461 大鷲神社 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

463 大鷲神社 コウチュウ ゾウムシ クチブトゾウムシ ヒレルクチブトゾウムシ 2 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

469 大鷲神社 ハエ ガガンボ ガガンボ キリウジガガンボ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

479 大鷲神社 ハエ ミズアブ Hermetiinae アメリカミズアブ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

488 大鷲神社 ハエ ハナアブ ヒラタアブ クロヒラタアブ 3 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

492 大鷲神社 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ホソヒラタアブ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

512 大鷲神社 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 昆02_03 オスの写真有り

522 大鷲神社 ハエ ミバエ Phytalminae ミスジミバエ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_14 写真有り

523 大鷲神社 ハエ ミバエ Phytalminae ミスジミバエ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

534 大鷲神社 ハエ フンバエ Scathophaginae ヒメフンバエ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

537 大鷲神社 ハエ クロバエ クロバエ オオクロバエ 多 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐

549 大鷲神社 チョウ アゲハチョウ ナガサキアゲハ オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

552 大鷲神社 チョウ アゲハチョウ アオスジアゲハ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

553 大鷲神社 チョウ アゲハチョウ クロアゲハ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

565 大鷲神社 チョウ シロチョウ モンシロチョウ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

568 大鷲神社 チョウ シロチョウ ツマキチョウ オス･メス 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

576 大鷲神社 チョウ シジミチョウ ルリシジミ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

583 大鷲神社 チョウ タテハチョウ ゴマダラチョウ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 昆03 幼虫

586 大鷲神社 チョウ タテハチョウ ゴマダラチョウ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

594 大鷲神社 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

595 大鷲神社 チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

598 大鷲神社 チョウ タテハチョウ サトキマダラヒカゲ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_64 写真有り

602 大鷲神社 チョウ ヒロズコガ フサクチヒロズコガ マダラマルハヒロズコガ 2 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 幼虫

604 大鷲神社 チョウ ヒロズコガ フサクチヒロズコガ マダラマルハヒロズコガ 15 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 幼虫
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608 大鷲神社 チョウ イラガ ヒロヘリアオイラガ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 1繭採集(羽化後のもの)

618 大鷲神社 チョウ シャクガ エダシャク ヨモギエダシャク 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_16 写真有り

625 大鷲神社 チョウ スズメガ スズメガ サザナミスズメ 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐 昆02_67 写真有り

626 大鷲神社 チョウ スズメガ スズメガ シモフリスズメ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_90 写真有り(幼虫)

631 大鷲神社 チョウ ドクガ チャドクガ 多 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 幼虫

636 大鷲神社 チョウ ヤガ クチバ モクメクチバ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_104 樹皮下

644 大鷲神社 ハチ アシブトコバチ ハネジロアシブトコバチ メス 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

645 大鷲神社 ハチ アシブトコバチ ハネジロアシブトコバチ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 ケヤキ樹皮下

646 大鷲神社 ハチ アシブトコバチ キアシブトコバチ メス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

648 大鷲神社 ハチ アシブトコバチ キアシブトコバチ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

652 大鷲神社 ハチ セイボウ セイボウ クロバネセイボウ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

665 大鷲神社 ハチ ドロバチ スズバチ 2 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

675 大鷲神社 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

681 大鷲神社 ハチ ドロバチ ムモントックリバチ 2オス1メス 3 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

685 大鷲神社 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバチ W 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐 写真有り

696 大鷲神社 ハチ スズメバチ アシナガバチ ムモンホソアシナガバチ W 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

697 大鷲神社 ハチ スズメバチ スズメバチ キイロスズメバチ 女王蜂 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_105 朽木中

701 大鷲神社 ハチ スズメバチ スズメバチ クロスズメバチ メス 1 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 朽木

705 大鷲神社 ハチ アナバチ ドロジガバチ アメリカジガバチ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

731 大鷲神社 ハチ コハナバチ コハナバチ オバケチビコハナバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

749 大鷲神社 ハチ フトハナバチ キマダラハナバチ ダイミョウキマダラハナバチ メス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

750 大鷲神社 ハチ フトハナバチ キマダラハナバチ ダイミョウキマダラハナバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

757 大鷲神社 ハチ フトハナバチ フトハナバチ ニッポンヒゲナガハナバチ オス 3 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

766 大鷲神社 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 多 目撃 2007/1/27 斉藤･土岐 営巣

767 大鷲神社 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 営巣

768 大鷲神社 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 多 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 ムクノキ樹洞営巣

770 大鷲神社 ハチ ミツバチ ミツバチ ニホンミツバチ 多 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐

777 大鷲神社 ハチ アリ ハリアリ オオハリアリ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

780 大鷲神社 ハチ アリ フタフシアリ アミメアリ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 朽木

787 大鷲神社 ハチ アリ カタアリ ヒラフシアリ 多 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 ムクノキ樹皮下

789 大鷲神社 ハチ アリ ヤマアリ クロヤマアリ 3 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_106 写真有り

790 大鷲神社 ハチ アリ ヤマアリ クロヤマアリ 5 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_106 写真有り

37 毛長右 トンボ トンボ ハネビロトンボ ウスバキトンボ メス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

39 毛長右 トンボ トンボ ハネビロトンボ ウスバキトンボ オス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_70 写真有り(オス)

41 毛長右 バッタ キリギリス クサキリ クビキリギス メス 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

73 毛長右 カマキリ カマキリ コカマキリ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 卵のう､石の下

78 毛長右 ハサミムシ ハサミムシ ハマベハサミムシ オス 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐

79 毛長右 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 2 目撃 2007/1/13 土岐 石の下

85 毛長右 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 1 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

86 毛長右 ハサミムシ ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 2 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐

87 毛長右 シロアリ ミゾガシラシロアリ ヤマトシロアリ 多 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_108、昆02_109 朽木中､写真2枚有り

109 毛長右 カメムシ グンバイムシ オオウチワグンバイ 3 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

122 毛長右 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 9 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

124 毛長右 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 6 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

125 毛長右 カメムシ サシガメ ビロウドサシガメ アカシマサシガメ 4 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 朽木中

131 毛長右 カメムシ サシガメ クロモンサシガメ クロモンサシガメ 4 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 幼虫

138 毛長右 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

152 毛長右 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 1 目撃 2007/1/13 土岐 石の下

155 毛長右 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 3 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

157 毛長右 カメムシ ナガカメムシ ナガカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 1 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

160 毛長右 カメムシ ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下
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167 毛長右 カメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ メス 2 目撃 2007/1/13 土岐 石の下

169 毛長右 カメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ 多 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

171 毛長右 カメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ 多 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

172 毛長右 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ツマキヘリカメムシ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 石下

196 毛長右 カメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ ツチカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

202 毛長右 カメムシ カメムシ クロカメムシ オオクロカメムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

203 毛長右 カメムシ カメムシ クロカメムシ オオクロカメムシ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

204 毛長右 カメムシ カメムシ クロカメムシ ヒメクロカメムシ 3 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

206 毛長右 カメムシ カメムシ クロカメムシ ヒメクロカメムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

208 毛長右 カメムシ カメムシ カメムシ ウズラカメムシ 2 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

220 毛長右 カメムシ カメムシ カメムシ シラホシカメムシ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

241 毛長右 カメムシ キジラミ ベニキジラミ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

247 毛長右 コウチュウ オサムシ マルガタゴミムシ マルガタゴミムシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

252 毛長右 コウチュウ ハネカクシ アリガタハネカクシ フタホシシリグロハネカクシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

253 毛長右 コウチュウ ハネカクシ アリガタハネカクシ フタホシシリグロハネカクシ 3 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

254 毛長右 コウチュウ クワガタムシ コクワガタ オス 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 昆02_99 朽木中

255 毛長右 コウチュウ コガネムシ マグソコガネ マグソコガネ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

259 毛長右 コウチュウ コガネムシ コフキコガネ コクロコガネ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下､古い死体

279 毛長右 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 多 目撃 2007/1/13 土岐 石の下

282 毛長右 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 多 目撃 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

284 毛長右 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ ヒメサビキコリ 7 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐 石下

285 毛長右 コウチュウ コメツキムシ サビキコリ マダラチビコメツキ 多 目撃 2007/1/13 土岐 石の下

311 毛長右 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐 石の下

312 毛長右 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 3 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

313 毛長右 コウチュウ テントウダマシ オオテントウダマシ ヨツボシテントウダマシ 2 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

335 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 2 目撃 2007/1/13 土岐

336 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 1 採集 2007/1/27 斉藤･土岐

338 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナナホシテントウ 1 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐

346 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ダンダラテントウ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

349 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ダンダラテントウ 1 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 朽木中

360 毛長右 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ジュウサンホシテントウ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

363 毛長右 コウチュウ ヒメマキムシ ケシマキムシ クロオビケシマキムシ 1 採集 2007/2/24 斉藤･土岐 石の下

365 毛長右 コウチュウ ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ 1 採集 2007/2/10 斉藤･土岐 石の下

367 毛長右 コウチュウ ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ 2 目撃 2007/3/10 斉藤･土岐 石の下

371 毛長右 コウチュウ ゴミムシダマシ スナゴミムシダマシ コスナゴミムシダマシ 2 目撃 2007/3/24 斉藤･土岐

443 毛長右 コウチュウ イネゾウムシ イネゾウムシ イネゾウムシ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

457 毛長右 コウチュウ ゾウムシ ヤサイゾウムシ ヤサイゾウムシ 1 採集 2007/3/10 斉藤･土岐 昆21 石の下､外来種

483 毛長右 ハエ ツリアブ Anthracinae コウヤツリアブ 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

493 毛長右 ハエ ハナアブ ヒラタアブ フタホシヒラタアブ メス 1 目撃 2007/1/13 土岐 昆01

494 毛長右 ハエ ハナアブ ヒラタアブ フタホシヒラタアブ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

498 毛長右 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

500 毛長右 ハエ ハナアブ ヒラタアブ ナミホシヒラタアブ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

513 毛長右 ハエ ハナアブ ナミハナアブ アシブトハナアブ オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

516 毛長右 ハエ ハナアブ ナミハナアブ シマアシブトハナアブ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

520 毛長右 ハエ ハナアブ ナミハナアブ ナミハナアブ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

530 毛長右 ハエ ヤチバエ Sciomyzinae ヒゲナガヤチバエ 2 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

536 毛長右 ハエ クロバエ クロバエ オオクロバエ オス 1 目撃 2007/1/13 土岐

555 毛長右 チョウ アゲハチョウ クロアゲハ オス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐

578 毛長右 チョウ シジミチョウ ツバメシジミ オス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

588 毛長右 チョウ タテハチョウ ヒメアカタテハ オス 1 採集 2007/8/11 斉藤･土岐

606 毛長右 チョウ マダラガ マダラガ タケノホソクロバ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 幼虫
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621 毛長右 チョウ カイコガ クワコ 2 採集 2007/3/24 斉藤･土岐 繭

634 毛長右 チョウ ヤガ モンヤガ オオバコヤガ 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_15 写真有り

635 毛長右 チョウ ヤガ ヨトウガ ヨトウガ 2 目撃 2007/2/10 斉藤･土岐 幼虫、ベニヤ板の下

677 毛長右 ハチ ドロバチ カタグロチビドロバチ メス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

686 毛長右 ハチ スズメバチ アシナガバチ コアシナガバチ W 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

734 毛長右 ハチ コハナバチ コハナバチ シロスジカタコハナバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

742 毛長右 ハチ ハキリバチ ハキリバチ バラハキリバチ メス 1 採集 2007/5/12 斉藤･土岐

745 毛長右 ハチ ハキリバチ ハキリバチ バラハキリバチ オス 1 採集 2007/9/8 斉藤･土岐

753 毛長右 ハチ フトハナバチ フトハナバチ シロスジヒゲナガハナバチ オス 9 採集 2007/5/12 斉藤･土岐 昆02_17、昆02_111 写真2枚有り(オス)

758 毛長右 ハチ フトハナバチ フトハナバチ ニッポンヒゲナガハナバチ オス 1 採集 2007/4/14 斉藤･土岐

44 毛長左 バッタ ツユムシ ツユムシ メス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_76 写真有り(メス)

64 毛長左 バッタ バッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ オス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_80 写真有り(オス)

66 毛長左 バッタ バッタ トノサマバッタ トノサマバッタ オス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_18 写真有り

102 毛長左 カメムシ カスミカメムシ カスミカメムシ イネホソミドリカスミカメ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

107 毛長左 カメムシ マキバサシガメ マキバサシガメ ハネナガマキバサシガメ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

115 毛長左 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 南米原産の帰化昆虫

116 毛長左 カメムシ グンバイムシ アワダチソウグンバイ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 南米原産の帰化昆虫

143 毛長左 カメムシ ナガカメムシ ヒメナガカメムシ ヒメナガカメムシ 4 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

149 毛長左 カメムシ ナガカメムシ ヒゲナガカメムシ ヒゲナガカメムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

166 毛長左 カメムシ ヘリカメムシ ヘリカメムシ ホソハリカメムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

217 毛長左 カメムシ カメムシ カメムシ ブチヒゲカメムシ 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

292 毛長左 コウチュウ ホタル マドボタル オバボタル 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

357 毛長左 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ナミテントウ 3 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

359 毛長左 コウチュウ テントウムシ テントウムシ ヒメカメノコテントウ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

422 毛長左 コウチュウ ハムシ トビハムシ アカバナトビハムシ 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

542 毛長左 チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_89 写真有り

562 毛長左 チョウ シロチョウ モンキチョウ メス 1 目撃 2007/9/8 斉藤･土岐 昆02_87 写真有り

619 毛長左 チョウ シャクガ エダシャク ウメエダシャク 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐 昆02_25 写真有り

719 毛長左 ハチ コハナバチ コハナバチ アカガネコハナバチ メス 1 採集 2007/6/9 斉藤･土岐

756 毛長左 ハチ フトハナバチ フトハナバチ シロスジヒゲナガハナバチ メス 2 採集 2007/6/9 斉藤･土岐
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