
多摩川とどろき河川敷2020年10月11日他 昆虫観察リスト 2020/10/16

種順 目 科 亜科 種名 性・生態 備考 9月1日 10月11日

1 01.トンボ トンボ ウスバキトンボ ウスバキトンボ ○は宮内撮影有 ○

2 01.トンボ トンボ トンボ シオカラトンボ ○

3 01.トンボ トンボ アカネ アキアカネ ♂・♀ 産卵など ○

4 01.トンボ カワトンボ ハグロトンボ ○ ○

5 02.カマキリ カマキリ オオカマキリ 10/11 目視 ○目視

6 04.バッタ バッタ  トノサマバッタ トノサマバッタ 10/11 目視 ○目視

7 04.バッタ バッタ イナゴ コバネイナゴ ○

8 04.バッタ バッタ イナゴ ハネナガイナゴ ○

9 04.バッタ バッタ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ 目視 ○目視 ○目視

10 04.バッタ キリギリス クサキリ クビキリギス ○

11 04.バッタ キリギリス ササキリ ホシササキリ ○

12 04.バッタ コオロギ エンマコオロギ 10/11 目視 ○ ○目視

13 04.バッタ コオロギ ツヅレサセコオロギ 鳴き声 ○声 ○声

14 04.バッタ ヒバリモドキ シバスズ 鳴き声 ○声 ○声

15 04.バッタ ヒバリモドキ マダラスズ 鳴き声 ○声

16 04.バッタ マツムシ ヒロバネカンタン 鳴き声も ○

17 05.カメムシ カメムシ キマダラカメムシ 幼虫・成虫 10/11 目視 ○目視

18 05.カメムシ カメムシ クサギカメムシ 幼虫・成虫 ○

19 05.カメムシ カメムシ シロヘリクチブトカメムシ ○

20 05.カメムシ カメムシ ブチヒゲカメムシ ○

21 05.カメムシ カメムシ ミナミアオカメムシ 成虫・幼虫 ○

22 05.カメムシ ナガカメムシ ヒメジュウジナガカメムシ 幼虫 ○

23 05.カメムシ ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ ○

24 05.カメムシ セミ ツクツクボウシ 鳴き声 ○声

25 05.カメムシ セミ ミンミンゼミ 鳴き声 ○声

26 05.カメムシ ハゴロモ アミガサハゴロモ 10/11 目視 ○目視

27 05.カメムシ アメンボ アメンボ ○

28 06.ハエ ハナアブ オオハナアブ ○

29 06.ハエ ハナアブ キゴシハナアブ ♂ ○

30 07.ハチ ツチバチ キオビツチバチ ○

31 07.ハチ ツチバチ キンケハラナガツチバチ ♂・♀ ○

32 07.ハチ ミツバチ　ミツバチ セイヨウミツバチ ○ ○

33 08a.チョウ アゲハチョウ クロアゲハ 9/1 目視 ○目視

34 08a.チョウ シロチョウ キタキチョウ ○

35 08a.チョウ シロチョウ モンキチョウ ○ ○

36 08a.チョウ シロチョウ モンシロチョウ ○ ○

37 08a.チョウ シジミチョウ ウラナミシジミ ♂ ○ ○

38 08a.チョウ シジミチョウ ツバメシジミ ♂ ○ ○

39 08a.チョウ シジミチョウ ベニシジミ 10/11 目視 ○ ○目視

40 08a.チョウ シジミチョウ ヤマトシジミ ♂ ○ ○

41 08a.チョウ タテハチョウ キタテハ ○ ○

42 08a.チョウ タテハチョウ ツマグロヒョウモン ♂ ○

43 08a.チョウ タテハチョウ ヒメアカタテハ ○ ○

44 08a.チョウ ジャノメチョウ ヒメジャノメ ○

45 08a.チョウ セセリチョウ イチモンジセセリ ○ ○

46 08b.ガ ツトガ ノメイガ シロオビノメイガ ○ ○

47 08b.ガ ツトガ ノメイガ ホソミスジノメイガ ○

48 08b.ガ ツトガ ノメイガ ワタヘリクロノメイガ ○

49 08b.ガ ヤガ シタバガ ホソオビアシブトクチバ ○

50 08b.ガ ヤガ シタバガ オオウンモンクチバ ○

51 08b.ガ ヤガ タバコガ オオタバコガ 幼虫 ○

52 09.甲虫 テントウムシ ナナホシテントウ ○ ○

53 09.甲虫 テントウムシ ムネアカオオクロテントウ 採集 ○

54 09.甲虫 ハムシ クビボソハムシ クズクビボソハムシ ○

備考）○のみは宮内が撮影済の種　○目視/声は写真無し 種数 28 43


