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(表紙写真説明）

劇加&伽伽"""s (Yaginuma l967) シノビグモ 早成体

1984年10月，三重県一志郡美杉村（現三重県津市美杉町）川上にある

三重大学平倉演習林近くの渓流で貝發憲治氏撮影

この蜘蛛は, 1965年5月4日同所にて，橋本理市氏によって初めて発

見され， 1％7年に八木沼健夫氏によって，忍者の里伊賀上野から忽然

と現れた新種ということから， シノビグモと命名された． その特異な

形態と生態が注目されている．
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コツブグモ属を再同定して

熊田憲一蕊

コツブグモ属は長い間ナンブコツブグモ1種の存在が知られていた．その後ヤマトコツ

ブグモが報告され，つい最近ゴマフコツブグモが報告され．ツブグモ属は3種が知られる

ところとなった．

私事として現在過去に採集したクモの再同定をしている． 「日本産クモ類」の出版を待

って開始した作業である．また，今日まで「種を見る基本標本」 と 「不明種」 という枠も

設けて整理分類してきたので， これについても再同定・検討している．

コツブグモは以前から何種かいるのではないかと考えていた属の一つである． しかしな

がら当時使用していた顕微鏡の解像度の関係で，はっきりとした区別及び同定に至らなか

った．

以下再同定した結果を報告する．なお，採集日等の瓶で他種と混合して保管してある未

再同定の個体については今回除外した．

分布については文献の他「CD日本のクモVer.2010」を参照した. CD発売後の追加分布

に関しては参照していない．新分布確認と思われる都県には＊を付した．

なお再同定は2011年3月21日～22日に行った、

ナンブコツブグモハ傘swe""Wzj戯りり"Lm&Li2008

岩手県＊

和賀郡湯田町野々宿巣郷,1F,2側う0604.

東京都

西多摩郡五日市町横沢,2M2F,19"0517.

神奈川県

津久井郡津久井町荒井,4M4F,19930719,

津久井郡相模湖町石老山,1M19770605,

厚木市飯山飯山観音,1M,19770507,

伊勢原市七沢,2MSF,19930606,

足柄上郡山北町中川,1F,19760721,

足柄上郡中井町北田,1MIF,19930515,

足柄下郡真鶴町真鶴岬,1M,19880731.

(既産地：広範）

遜〒514-2221三重県津市高野尾町5010
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福井県

小浜町池河内,1F,20020419.

三重県

員弁郡大安町石榑南宇賀渓,1F,20031102,

亀山市安坂山町野登山,1M,20030805,1M20041217,

亀山市白木町坂下趣3F,20040604,

亀山市白木町羽黒山裏,4F,20041126,

亀山市関町坂下諸戸皇F,20050503,

安芸郡芸濃町荻野,2F,20010613,

津市片田田中町松林池,1F,20050327,

阿山郡大山田村奥馬野風呂谷,1F,20040616,

飯南郡飯高町富永柳瀬,3F,19930819,

熊野市井戸町大馬神社,1F,19930725,

熊野市有馬町上地花の窟神社,1M,19930725

ヤマトコツブグモAの(3流e"""航W70no2007

東京都＊

町田市野津田,2M2F,19880724,

八王子市裏高尾町,1M,20110306.

神奈川県＊

横浜市青葉区寺家町,lM,20080723,

横浜市戸塚区舞岡町,6M,19891122,

厚木市飯山飯山観音,1Mgl9770307,

南足柄市怒田,1MIF,19900514.

静岡県＊

田方郡天城湯ヶ島町市山,1M,19840508.

三重県＊

多気郡明和町池村,1M2F,19950530,

飯南郡飯高町富永柳瀬,1MIF,19930819,

(既産地：岐阜・愛知。岡山）

北牟婁郡紀伊長島町東長島孫太郎,1MIF,20030727

鹿児島県＊

日置郡吹上町永吉,1MIF,19890822.
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(既産地：愛知・岡山）
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整理したところではコツブグモ3種の分布範囲に，分布域を異にする顕著な特徴は見ら

れなかった．場合によっては同一地域に混棲している事がわかった．ナンブコツブグモと

ヤマトコツブグモが混棲していた地点は神奈川県厚木市飯山飯山観音と三重県飯南郡飯高

町富永柳瀬の2カ所，ナンブコツブグモとゴマフコツブグモが混棲していた地点は三重県

亀山市白木町羽黒山裏の1カ所であった．ただし微細環境で住み分けているかは不明であ

る．

三重県多気郡明和町池村で採集したヤマトコツブグモについては，ややその環境を覚え

ている． 「何となく明るく乾燥度の高い所に居るな」 と思ったものの生息状況，網の感じ

はナンブコツブグモを採集するときと違和感は無かった．神奈川県から三重県に移ってき

たばかりだったためか，生息環境に多少の差を感じたものの地域差であろうと云うところ

に止めていたように思う． また，それ以外は全く気にせず採集していた．

ゴマフコツブグモは三重県安芸郡芸濃町岡本で夜間網にいた雌雄を採集した．ユアギグ

モを探していた時で， 目の細かい立体網と覚えている．ユアギグモは目の細かい円網と聞

いていたので「だいぶ違うな」 と採集した覚えがある．他の2回はシフテイングでの採集

になる.、

この3種の違いを大まかに表現すると，横から見てナンブコツブグその腹部は丸くヤマ

トコツブグモは腹端がとがる感じ． ゴマフコツブグモはゲホウグモの極小版． もちろん同

定は生殖器の比較で正しく行うことが原則です．

参考文献・資料

小野展銅.2009.日本産クモ類.738卯.東海大学出版会.神奈川

OnoH.,2010TWoNewSmdersoftheFamiliesAIWidasandClubimlidae(AracimidaaAraneae)&mn

J"ml.Bldl.NaU.Mus.NatSci.,S軍.A,36(1),W1-6

新海明・安藤昭久・谷川明夫・池田博明・桑田隆生.2010.CD日本のクモVer.2010.自刊
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東日本大震災とイソコモヅグモ

新海 明蕊

2011年3月11日午後2時46分．私が住む東京八王子で，突如震度5弱の揺れを感じた． ち

ょうど来客中で，はじめに揺れを感じたのは客人だった．私は一瞬わからずにいたのだが，

そのうちに強震が自宅マンションを襲ってきた． まさに「立っていられないほど」の揺れ

だった．加えて揺れの時間も長かった．幸いなことに自宅内では標本ピンが落ちてきた程

度で，被害という被害はなかった．テレビをつけると津波警報が東北地方一帯に発令され

ていた．そしてリアルタイムで東北の港町の映像が流されていた．画面の脇に津波の到達

時刻と予想の潮位が示されていたが．初めのうちは1mとか3mだった予想が，あっという

間に10m以上と書き換えられていった．そしてまもなく，港内に押し寄せ堤防を乗り越え

ていく津波の映像が映し出されていった．私は，何度か訪れたことがある三陸のリアス式

海岸を思い出し， 「これはとんでもない被害が出ている」 と感じた、

とりあえず，客人をお送りせねばならなかった．テレビはJRと私鉄がすべて停止して

いることを伝えていた． こんな状況なのでタクシーを呼び寄せて，主要な駅にまで行って

もらえばいいと楽観していたのだ． ところがタクシー会社に何度電話しても繋がらなかっ

た．少しあせったが，ふと窓の外を見れば多摩都市モノレールが動いているではないか．

これには目を疑った．地震から，まだ1時間も経っていなかったのだ． とりあえずモノレ

ールに乗って多摩センター駅まで移動した． ところが， この駅が大混乱をきたしていたの

だ．ここには小田急多摩線と京王相模原線が通っているのだが，共に運転していなかった．

JRも早々と今日一杯の運転中止を決定していた． タクシー乗り場はすでに長蛇の列がで

きていた．おそらく千人規模の列だったと思う．それに対してタクシーは4~5分に1回程

度しか回送していなかった．到底乗ることはかなわない．バス乗り場に行くと，なんとバ

スはほぼ定時で運行されているではないか． よかった．客人はバスで聖蹟桜ヶ丘まで移動

して状況を探ってみるという． しかし，そこでも同じ状況に違いない．私の自宅で状況が

落ち着くのを待ってから帰宅してはと提案したが，そういうわけにもゆかないという．何

せ客人も家族に連絡がつかないのだ．携帯は用を成さず，公衆電話も長蛇の列だ．文明社

会の盲点を垣間見た気がした．私は，客人がバスに乗り込むのを見届けて，ここで別れた．

後に聞いた話では帰宅は深夜になったという．

モノレールはほぼ時刻表通りに運行されていた． 『偉いぞ，多摩都市モノレール｣、 自

宅のテレビは刻々と被災地の映像を流していた．だが， これらの映像は取材陣がそこにい

蕊〒192-0352東京都八王子市大塚274-29-603

－4－



たか’たまたま入れた場所のものだろう．おそらく，町全体が壊滅したところがあるに違

いない．そして，それは後日，現実のものとなってしまった．

私が特に衝撃を受けたのは，仙台空港や亘理とか岩沼， さらに名取川や閑上（ゆりあげ）

や野蒜（私たちが訪れた現地では『のもり」 と読んだと記憶していたが，テレビでは「の

びる」 と伝えており， この呼び名が正しかったことがわかった）などの地名が被災地とし

て語られたことだ． これらの場所は，以前に谷川さんとイソコモリの調査に訪れた所だっ

た．閖上魚港の公園ではレンタカーを止め昼食をとった後に，名取川河口の砂浜に向かっ

た．思い起こせば，確かにその周辺には落ち着いたたたずまいの住宅街が広がっていた．

上空からの映像は「その住宅街が消えてしまった」 ことを伝えていた． さらに，仙台空港

の近くの岩沼の砂浜は堤防の建設真っ最中で，砂浜に入れずにがっかりした覚えがある．

あの建設されたばかりの堤防もまったく役に立たなかったようだ．荒浜では貞山堀が海岸

と並行して通っていた．その脇の小道を歩き堀にかかった小橋を渡って海岸の浜に出た覚

えがある．あののどかな景色も一変してしまったのだろう．東松島市は，谷川さんが観光

をかねて立ち寄ってくれた日本三景『松島」のとなり町だ．海岸近くに民家が集まり， 山

すそに鉄道と国道が走っていた．松島の先にある野蒜や鳴瀬川の海岸まで足を伸ばしイソ

コモリの調査をしたが， この一帯も津波で壊滅してしまったようだ．地震と津波という自

然の猛威に畏怖するばかりである．過日の調査のときには，仙台から盛岡までは新幹線で

移動したのだったが，その仙台駅もかなりの被災をしたようだ．東京から盛岡まで新幹線

が復旧するまでには相当の時間がかかりそうだ．

岩手で大量のイソコモリを見つけた田野畑村の明戸海岸はどうなったのだろうか．テレ

ビを気にして見ていても田野畑村付近の被害の状況はほとんど報じられていなかったが，

最近になって島越の集落の様子をテレビニュースが伝えていた．家屋の被害は甚大だった

が，人的なものは軽微だったという．堤防を作る余地のない場所柄，地震後にただちに高

いところに避難しただけだったことが功を奏したのだという．堤防の存在を過信していた

地区の被害状況を考えると皮肉な結果である．明戸の浜にあった，あの巨大な堤防は無事

だろうか．その浜に生息していたイソコモリの行方は・ ・ ・ ．おそらく三陸が復旧するま

でには数年間を要するだろう．地元の方々には筆舌に尽くしがたい困苦が待ち受けている

に違いない．われわれのできる協力など微々たるものだろう．だがこの困難な状況をぜひ

克服されるように顕ってやまない．そして，いつの日か復興の暁には， また明戸海岸を訪

れイソコモリの状況をつぶさに見たいと考えているのだが．

－5－
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四日市市のクモ類

太田定浩蕊』貝發憲治蕊2

豊かな自然に恵まれた四日市市の更なる快適な環境づくり推進の基礎資料とするため，

1987年から1989年にかけて，市域を代表する植生環境地の中から，拠点地域として選ば

れた地域を中心に生物調査が実施された． この中で， クモ類については， 35科191種が

採集確認記録され， まとめを1991年発行の『四日市市の野生動物』に発表した．

その後約20年が経過し，環境変化が，野生動物の分布にどのような影響を及ぼしている

かを再調査することになり， 2009年から前回とほぼ同じ場所を同じ方法を用いることを

原則として調査を実施した．

その結果とまとめについては既に四日市市へ提出したが，市の施策作成の資料として活

用し，特に公表されないということで，他の機関に内容を発表してもよいとの許可を得た

ので，詳しい目録を追加し， ここにその結果を前回と比較検討する形で報告する．

1． 調査地域及び調査期間

調査は2009年8月から2010年12月にわたり，前回の調査地点を中心に9回， 21地点

で実施した．前回の調査からはずした地点は1箇所，今回新たに加えた地点は3箇所であ

る．

詳しい調査地点及び調査年月日は次の通りである． なお，地点の後の〔 〕内は松

本（1979）によるメッシュ記号表示である．

1． 山地森林環境

宮妻町宮妻峡[C3626-3459] 27-Ⅷ-2009, 4-Ⅷ-2010

2． 丘陵人里環境

（1）西村町[C3632-3503) 17-Ⅵ-2010

（2）西山町[C3631-3457] 4-Xn-2010

（3）智積町。川島町毘沙門天周辺[C3632-3458] 24-X-2009, 4-Ⅷ-2010

（4） 日永南部丘陵公園[C3634-3456) 21-XI-2009

（5）泊村泊山公園(C3635-3455～C3635-3456] 10-XI-2009

（6）羽津垂坂公園（羽津山緑地) (C3637-3500] 15-XI-2009

3． 社寺林環境

蕊‘ 〒510-0893三重県四日市市前田町23の2

藻z〒515-0087三重県松阪市萌木町7－4

‐6－



（1）山田町加富神社[C3632-3456] 23-Ⅷ-2009

（2）生桑町長松神社[C3635-3459] 15-XI-2009

（3）海山道町海山道神社[C3637-3456] 21-XI-2009

4． 乾燥草地環境

（1）水沢野田町(C3628-3457] 23－Ⅷ-2009

（2）内堀町鈴鹿川緑地公園(C3637-3455] 21-XI-2009

（3）塩浜鈴鹿川左岸下流域[C3638-3455] 4-XⅡ-2010

5． 湿性草地環境

西坂部町御池沼沢植物群落[C3634-3459] 15-XI-2009

6． 海浜地環境

（1）三重郡川越町高松海岸(C3640-3500] 13－Ⅸ-2009

（2）楠町吉崎海岸(C3638-3454] 24-X-2009

（3）楠町南五味塚海岸(C3638-3454] 4-Xn-2010

7． 人工緑地環境

(1)市場町北勢中央公園[C3632-3503] 13-Ⅸ-2009

（2） 日永東中央緑地公園[C3637-3456) 21-XI-2009

（3）羽津霞ケ浦緑地公園(C3638-3459) 13－Ⅸ-2009

8． 湖水環境

山村町山村ダム周辺[C3638-3502] 13-Ⅸ-2009, 17-Ⅵ-2010

以上21地点のうち，今回新たに加えた地点は， 2．丘陵人里環境の（2）西山町，及び

4．乾燥草地環境の（3）塩浜鈴鹿川左岸下流域， 6．海浜地環境の（3）楠町南五味塚海岸

の3地点であり，前回の調査から省いたのは2．丘陵人里環境の西坂部町御館である．

なお前回，環境の自然度を表すクモ類の指標生物とされている，ジョロウグモ科のジョ

ロウグモをとりあげ，市内6地点で網の数（雌の個体数でもある）を数えて比較した．今

回もその後の変化を知るため， 同じ6地区を同じ方法で調査した、調査地点は次の通りで

ある．

A、宮妻町[C3627-3459] B.小山町[C3631-3457] C・川島町(C3632-3458]

D・笹川5～6丁目 [C3634-3456] E.前田町[C3635-3456]

F.セツ屋町(C3637-3456)

2． 調査方法

調査方法は，前回同様，できるだけ多くの種類を確認することを主目的としたため，定

量的な調査は行わず， ピーティング法（直径約50“1，深さ約70皿の自家製の捕虫網を

用いて草木をビートした）， シフティング法（円形ふるいを用いてリターをふるい，落下

したクモを採集した）を中心に，適宜目察手採り法やスイーピング法も併用して行った．

採集した標本は， 75％エタノール入り管ピンに入れて持ち帰り同定した．

また，ジョロウグモの個体数調査では，ルートセンサスの形をとり，それぞれの調査地
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で道路沿い250mの間にある，電線間や電線と電柱との間に張られている網の数（雌の個

体数でもある）を数えて記録した．なお，参考にするため，調査区間の電線下の道路縁か

ら外側3mの範囲にある，樹木や家屋に張られた網の数も同時に記録した．

3． 調査結果及び考察

（1） クモ相の概観

四日市市産クモ類の科別種数をまとめると表1のようになる．前回と今回の調査結果，

四日市市産として記録発表された文献資料も加えた現時点での四日市市産全体の科別種

数，及び現時点での三重県産の科別種数を併記した．

なお，前回の調査で採集しながら同定できずに省いた種の中で，その後種名が判明した

ものは，シモングモ，チビホラヒメグモ， キヨヒメグモ， ノコギリヒザグモ，ヤマトケズ

ネグモ，ナミズキンヌカグモ， ノコバヤセサラグモ， ヒロテゴマグモ，ヤマトオオイヤマ

ケシグモ，ズナガヌカグモ，オオイオリヒメグモ，ヌカグモ， ブタエツノヌカグモ，ヤマ

ハタケグモ， ヒナハグモ， ミチノクフクログモ，キレオビウラシマグモ，ムナキワシグモ，

チクニハエトリの19種である． したがって前回調査の合計種数は210種となる． また，

このうち，シモングモとヒロテゴマグモは既に他の文献で記録されていたので，前回の時

点で，文献資料も加えた四日市市産クモ類は261種であった．

一方，今回の採集確認種数は212種であったが， このうち，前回の210種と比較して，

今回の調査で新たに確認された種は， ミヤグモ， シャラクダニグモ，アカハネグモ， トビ

ジロイソウロウグモ， コガネヒメグモ，サヤヒメグモ，シモフリミジングモ，セアカゴケ

グモ， ノ､ラナガヒシガタグモ， ツノナガイソウロウグモ， カグヤヒメグモ， コンピラヒメ

グそ，オオツリガネヒメグモ，キベリミジングそ，ヤマトミジングモ，タテスジヤリグモ，

ヒゲナガヤリグモ， ヨリメグモ， コサラグモ，テナガグモ，マルムネヒザグモ，アリマケ

ズネグモ， スソグロサラグそ， ヒメヨツボシサラグモ，ヤマトトウジヌカグモ，チュウガ

タシロカネグモ， キンヨウグモ， メガネドヨウグモ，キヌアシナガグモ，ギンナガゴミグ

そ，ヤマゴミグモ，マルゴミグモ，アオグロハシリグモ， スジアカハシリグモ， クロガケ

ジグモ，ヤマトフトバワシグモ， キエビグモ，ヤマトヤドカリグモ， クマダハナグモ，ア

シナガカニグモ，マツモトオチバカニグモ，チシマカニグモ， ヨコフカニグモ，マツモト

ハエトリ，マミクロハエトリ，タイリクアリグモ，ネオンハエトリ， ヒメカラスハエトリ，

ナカヒラハエトリ， ヒメスジハエトリ，及び，文献中には記録されていたが前回調査では

確認できなかった，ヤマジグモ， アシヨレグモ， ツメケシグモ， アオオニグモ，ハラビロ

ミドリオニグモ，キザハシオニグモ， トガリアシナガグモ， フジイコモリグモ， イモコモ

リグモ，ヤマトコマチグモ， トラフワシグモ， クロチャケムリグモ， キハダエビグモ， ゾ

ウシキカニグモ計66種であった．逆に，前回調査で記録された種で今回確認できなかっ

た種が64種あり，前回と今回の両方で確認された種は146種にとどまった．今回の調査

で52種が新たに四日市市産クモ類として記録された．
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市市域の真正クモ類一覧表1 四日

※上の表は， 日本産クモ類目録（20102谷川）でまとめなおした数字である

以上のことをもとにして，四日市市のクモ類についてまとめると，次のようになる．

前回と今回の調査結果を比較すると，前回の調査で確認したクモ類は36科210種で

あり，今回の調査では34科212種であったということ，及び採集確認種名に多くの相

違がみられるものの，それはいわゆる普通種の増減であったということから，概して科

数と種数，主な種名については大きな差異は認められず， この20年間でクモ類相の大

きな変化はなかったといえよう． しかし，上述したように，前回と今回の両方で確認で

‐9－

科名 重
産
数

三
県
種

四日市市産

全体 前回

調査

今回

調査

科名 重
産
数

三
県
種

四日市市産

全体 前回

調査

今回

調査

ジグモ 2 2 1 1 サシアシグモ 1 0 0 0

カネコトタテグモ 1 1 1 0 キシダグモ 6 4 2 4

トタテグモ 2 2 1 1 ササグモ 4 2 1 1

イトグモ 1 1 0 0 シボグモ 1 1 1 1

ヤマシログモ 2 1 0 0 タナグモ 4 3 2 2

マツラグモ 1 1 1 0 ナミハグモ 8 1 0 0

ヤギヌマグモ 1 0 0 0 ウシオグモ 2 1 0 1

ユウレイグモ 6 4 2 1 ハタケグモ 3 2 2 0

エンマグモ 2 2 0 1 ハグモ 9 4 3 3

タマゴグモ 6 4 1 2 ガケジグモ 13 6 5 4

センショウグモ 4 3 2 2 ヤマトガケジグモ 1 1 1 0

チリグモ 2 2 2 1 ツチフクログモ 4 4 2 3

ウズグモ 5 5 4 4 イヅツグモ 2 1 1 1

ホラヒメグモ 5 2 2 0 ウエムラグモ 2 1 1 1

ヒメグモ 78 53 30 40 フクログモ 20 12 7 8

カラカラグモ 3 2 0 1 ネコグモ 10 6 6 5

ユアギグモ 1 0 0 0 ホウシグモ 1 0 0 0

ヨリメグモ 2 2 1 2 ワシグモ 20 11 1 3

コツプグモ 1 1 1 0 アワセグモ 1 1 0 0

ピモサラグモ 1 1 0 1 アシダカグモ 5 2 2 1

サラグモ 88 52 30 24 エビグモ 9 9 6 7

アシナガグモ 27 17 9 13 カニグモ 31 18 11 14

ジョロウグモ 1 1 1 1 ハエトリグモ 50 40 30 26

コガネグモ

コモリグモ

72

32

46

17

27

10

24

8

合計 553 352 210 212



きた種はわずか146種で，それぞれの約70％であり，残りの約30％は異なる種であっ

たということになるが， この値を20年間の変化として捉えるには余りにも差が大き過

ぎ，また，それが普通種の相違であったことから，その原因は，調査期間や採集地点の

数，採集調査の回数，時期，調査方法等が必ずしも十分で適切ではなかったということ

が考えられ，今後のこのような調査の反省点として心すべきことである．

②前回の時点で四日市市産クモ類は261種であったが， これに今回の調査での52種，

及びその後の文献資料で39種が新たに記録されたので， 四日市市産クモ類は，現時点

で44科352種となった． この数字は， 1990年に刊行された『四日市市史』第1巻資料

編自然に記録した， 34科242種をはるかに越えるものになったばかりか，最近実施さ

れた鈴鹿市調査の42科337種，亀山市調査の43科371種と比較しても遜色なく，四日

市市に生息するクモ相はほぼ明らかにされたといえよう．

③四日市市産クモ類を，現時点での三重県産のものと比較すると，科数は県産の91． 7

％，種数では63． 7％が生息しているということになり，一地域の数値としては非常に

高いものである． このことは，多くのクモ類が生息できるさまざまな自然環境が市域の

各所に存在することを裏づけているといえる．

（2）環境別調査地別の比較

環境別調査地別に確認種数をまとめると表2のようになる．

この表から， 山地森林が科数，種数ともにきわめて多いのは前回と同じで，造網性のク

モは勿論林床の草間や落葉が堆積している地上を排桐するクモが多く生息していることが

わかる．

いろいろな雑木林がある丘陵地や，周辺に雑木林が多い山村ダムおよび天然記念物に指

定され，植生が保護されている御池沼沢周辺も多くのクモが生息している． これらに比べ

て人家が近い雑木林ではやや種類も少なく， この傾向は社寺林についてもみられる．

草地は河川周辺に多いが，樹木が少ないので草間に網を張るナガコガネグモや草の上を

跳ねとぶササグモや，地上を排梱するコモリグモ類が多くみられた．

海岸は他と比べて特異な環境であるため，波うち際の岩礁にすむイソハエトリや海浜植

物の間や堤防などで生息するシラホシコゲチャノ､エトリなど，他では見られないクモが採

集された．

人工緑地は広い面積はあるが，施設や遊具があったり遊歩道が整備されていたりして，大

きな樹木があるわりにはクモ類はそれほど多くはない．手を加えた公園より， ある部分は

植物がはびこるままにして，昆虫類やクモ類，その他の小動物などが多く見られる，規模

の大きな自然園のような緑地があってもいいのではないかと考えられる．
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表2 調査地別にみたクモ類の科数。種数比較

査は不十分であったため， 上の表から省いた

(3)ジョロウグモの個体数からみた各調査地の自然度について

環境の自然度を見るものさし

「指標生物」 として， クモ類で

唯一とりあげられているジョロ

ウグモについて，前回は環境が

異なる6地点で，前述の調査方

法により調査したので，今回も

同じ地点を同じ方法で調査した．

その結果を表3に示す．

前回と今回の結果を比較する

と，総体的にはあまり大きな差

数字は各地区の道路沿いにある電線間及び電線と電柱間

に張られていたジョロウグモの網の数であり， （ ）内

の数字は，参考に記録した網の数である．

-ll-

植生環境 調査地点 前回調査

科数 種数 科数平均 種数平均

今回調査

科数 種数 科数平均 種数平均

山地森林 宮妻峡 23 92 23 92 22 73 22 73

丘陵人里 西山町

西村町

川島町

御舘町

南部丘陵公園

泊山公園

垂坂公園

一

14

10

15

16

14

14

－

30

24

35

40

36

46

14 35 20

13

20

－

17

10

13

67

51

71

－

40

21

41

16 49

社寺林 加富神社

長松神社

海山道神社

18

11

11

52

24

28

13 31 18

16

14

42

44

24

16 37

乾燥草地 水沢野田町

内堀町

13

15

31

35

14 33 15

9

43

24

12 34

湿性草地 御池沼沢 11 23 11 23 16 45 16 45

海浜地 高松海岸

吉崎海岸

南五味塚海岸

10

3

一

16

4

ー

6 10 12

9

5

25

11

7

9 14

人工緑地 北勢中央公園

中央緑地公園

霞ヶ浦緑地

一

8

11

ー

10

25

10 18 15

10

10

38

24

20

12 27

湖水 山村ダム 18 52 18 52 20 86 20 86

前回 今回

A.宮妻峡 9( 15) 12( 18)

B.小山町 72(124) 72(41)

C.川島町 83（343） 47(135)

D.笹川5 ~ 6丁目 9（ 8） 22(61)

E.前田町 23（50） 23（41）

F・セツ屋町 O( 2) 2( 1)



異は認められなかったといえる．

森林やプッシュが多い環境の調査地点BとCは，今回も他に比べてはるかに個体数が多か

った．餌となる昆虫類が多く生息する， 自然度が高い環境と考えられる．

Aは山地で渓流の見られる山道に入る地点で，点在する人家の周辺ではあまり網が見ら

れず， また，電線が張られている谷川の近くの樹木には網が見られたものの数は多くなか

った．

D. E､ Fは市街地で自然度は当然低いため少なかった．

Fは石油コンビナートに隣接する，車両通行の多い道路の大気汚染の影響が考えられる

地点で，前回は0であったが，今回は2つの網が確認された． 「公害の街四日市」 と言われ

たが，その後工場に脱硫装置が設置されたり，石油関連企業の一部撤退などがあって，そ

の結果として，ジョロウグモがみられるようになったとすれば，公害の街からのイメージ

チェンジにつながると期待されるので， さらに今後の調査を継続する必要がある．

なお，前回との同一地点での個体数の比較は， 11年にわたるジョロウグモの同一地点で

の個体数密度の年変化調査結果や， 同一年における月別個体数の変動調査結果を参照する

と，年によってかなり大きな変動が見られるため，数の増減に注目することはあまり意味

がなく， ジョロウグモはあくまでも自然度をみる物差しとしての指標生物であると考える

べきであると思われる．

(4)確認種のうち特に注目すべき種

A.前回の調査以後確認された外来種

①セアカゴケグモ（ヒメグモ科）

オーストラリアなどの熱帯。亜熱帯地方に生息し， 日本では八重山諸島にのみ見

られた体長が雌約1CIn,雄約0.5cmの毒グモで，大阪で発見され騒動になった直後

の1995年11月27日，三重県でも四日市市霞埠頭の工事現場で発見されて大騒ぎ

になった．オーストラリアから輸入する羊毛などを運ぶコンテナーや木材などに着

いて入ってきた可能性が高い． 当時の調査では霞埠頭のほか霞ヶ浦緑地や富双町な

どで600頭以上の個体が見つかったが，薬剤散布や焼却による駆除のほか生息場所

の側溝蓋の交換などにより個体数は大幅に減少した．

その後は霞埠頭付近でなお少数の生息が確認されたものの，国道23号線より西

では全く見られなかったが， 2007年に富州原町のショッピングセンターの駐車場

から発見され，住宅地付近でもみられるようになった． このクモの幼体は，バルー

ニングによる分散方法をとらないので，移動距離は大きくないが，車や積荷などに

付着して移動するため，最近になって市内数箇所から発見情報が寄せられている、

日本の気候環境に順応しており， さらなる分布の拡大が考えられるので，今後の調

査が必要である．

②クロガケジグモ（ウシオグモ科）

体長約lCIn,体色は黒色の排個性のクモ．オーストラリアからの移入種である．
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1970年頃に大阪で発見されたが，毒性がないため騒がれることもなく近畿地方や

中国地方，中部地方に分布を拡大しつつある．前回の調査では記録されなかったが，

この20年間に市内のいたる所で見られるようになった．人家の軒下，窓枠やフェ

ンス，橋の欄干などのすき間に目の粗い特徴のあるポロ網をはり，隅にあるトンネ

ル状の住居の奥に潜んでいる．

B.注目すべき種

①ワスレナグモ（ジグモ科）

畑，草地などの地面に，入口に扉のない10～30函の縦穴を掘り中に棲む．体

長は雌約1.5cm,雄はその半分位の地中性のクモ．環境省のレッドデーターブッ

ク (RDB)の準絶滅危慎種で，三重県のRDBでは絶滅危倶種に指定されており，

鵜の森公園で多数発見された．

②キシノウエトタテグモ（トタテグモ科）

植え込みの縁や石崖のわきなどの地面に穴を掘り，入口に片開きの偽装した扉を

つける体長l～1.5cmのクモで，川島町で記録された．環境省RDBで準絶滅危倶種，

県のRDBでは絶滅危倶種とされている，

③キノボリトタテグモ（トタテグモ科）

社寺林や公園などの太い木の幹のくぼみに，周りの苔などを着けた片開きの扉を

もつ細長い袋状の住居を作り棲む，体長約1麺のクモ．環境省および県の別)Bで

準絶滅危慎種とされ，加富神社とﾉ| |島町で採集した．

④オダカュウレイグモ （ユウレイグモ科）

体長約5mm,屋内性のクモで，腹部後端が隆起している．内山町で採集された．

このクモは外来種で1981年に名古屋で最初に発見記録され，その後分布を広げて

いる．

⑤ツノナガイソウロウグモ（ヒメグモ科）

平地から山地に生息し， クサグモ類やサラグモ類の網に居候して，網にかかった

小さな昆虫を食べる．体長4rnnlほどのクモで，雌の腹部が大きく突出している．

山村ダムで採集した．

⑥タテスジヤリグモ（ヒメグモ科）

腹部が槍の穂先のように長く，縦に筋状の斑紋があることから名付けられた．体

長1Cmほどのクモで，川島町で採集した．県内2例目の採集記録となるクモである。

⑦ヤマトトウジヌカグモ（サラグモ科）

山村ダムで採集した体長1.7InInほどの微小なクモで，三重県初記録である。

⑧ズナガヌカグモ（サラグモ科）

三重県初記録種．体長1.5mmの微小なクモで，雄の頭部の前端が前方に幅広く

突出しているのでこの名がある．采女町の内部川で採集された．

⑨マルゴミグモ（コガネグモ科）

円網を張りその中央に食べかすや卵嚢を着けるゴミグモの1種で，海岸に多く見
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られる．体長5mmほどの南方系のクモで，海山道神社で採集した・県の別)Bでは

情報不足種とされている．

⑩マダラフクログそ（フクログモ科）

体長約6mmの平地から山地にかけて見られるクモで， これまでの採集例が少な

く習性などは解明されていないが，最近分布を広げているという．高松海岸，垂坂

公園， 内堀町の鈴鹿川緑地公園，海山道神社， 中央緑地公園や南部丘陵公園で採集

した、

⑪ヤマトフトバワシグモ（ワシグモ科）

体長3mmほどの小さな排個性のクモで，西山町で採集した．県内での採集記録

の少ないクモである．

⑫アシナガカニグモ（カニグモ科）

里山から山地へかけての草間に見られる排掴性の，体長7InInほどの全身が白色

の長毛に覆われたクモで，川島町で採集した．県のRDBでは準絶滅危倶種とされ

ている．

⑬ヨコフカニグモ（カニグモ科）

県内での採集例が少なく，櫛田川，鈴鹿川につぐ3例目として楠町五味塚海岸で

採集した．体長5～7mmの排個性のクモで， カニグモ類の中でも採集記録の少ない

クモである．

⑭ナカヒラハエトリ （ハエトリグモ科）

鈴鹿市に次いで県内2例目となる体長4mmの日本固有のクモで，宮妻峡で採集し

た．

⑮ヒメスジハエトリ （ハエトリグモ科）

鈴鹿市など県内6ケ所での記録がある，体長2～3mmでハエトリグモでは最小の

クモ．西村町で採集した．海岸や川原などを俳掴し，ジャンプしながら獲物を探す‘

⑯その他

以上のほか，以前に比べると急激に生息数を減らしているため，県の副)Bでは

準絶滅危倶種とされているオニグモ， コガネグモ， ドヨウオニグモは,数は少ない

ものの数箇所で確認することができた． これらのクモが以前のように市内で広く見

ることができる環境を取り戻すことが重要であると，今回の調査結果から痛感した．

（5）四日市市に関するクモ類の記述のある文献一覧

1. DV.LogunovsHIkedaandHOnol997.JumpingSpidersoftheGeneraHarmochims,Bianmand

Stc曲血s(AraneaC,Salticidac)aomJapan. BunetinoftheNationalScienceMuseum23(1):4.

2．畑守有紀・新海明・上田俊穂1997,クモタケNomuracaatypicolaの全国分布調査結果

KISHDAIA72:40.41.

3．入江照雄2001.オダカユウレイグモについて.KISHIDAIA80:14.

4． 貝発憲治1977.伊坂ダムの真正クモ類.伊坂ダム自然観察会資料

-14-



5．貝發憲治1977.チリイソウロウグモ・スズミグモを襲う ! .しのびぐも5:9-10.

6．貝發憲治1978.私のクモ採集記録より、しのびぐも6:9-14.

7．貝發憲治1979.三重県のミカン園。茶園における真正クモ類とその季節的箔長.Atypus

74:29-39.

8．貝發憲治1979.アカマツ人工林におけるクモ相．しのびぐも7:10-18.

9．貝發憲治1984.クモ採集記録少々(H) .しのぴぐも12:17-25.

10．貝發憲治1990.大川親雄氏のクモ標本同定結果(m) .しのぴぐも18:1-8.

ll．貝發憲治1991.クモ観察ノートより．しのびぐも19:3-4.

12.加村隆英1988.ARevisionofthegenusGn叩hosa(Armleae:Gnaphosidae)fOmJ"an.AKITU:7-9_

13.加村隆英1992,TwonewgeneraofthefamiUGnaPhosidae(Aranneae)fomJapan.Acta41(2):

121-123.

14.熊田憲-2001.三重県で採集したクモKISHIDAIA81:83-107.

15.熊田憲一2006.三重県環境保全事業団調査で採集したクモ． しのびぐも33:8-21.

16．孫福正1975.三重県下のキシノウエトタテグモ。キノボリトタテグモ及びワスレナ

グモの分布について．しのぴぐも3:3-4.

17．三重クモ談話会1187.三重県産真正蜘蛛類目録（Ⅲ） ．しのびぐも15:20.

18.三重クモ談話会1987.採集会報告（菰野町福王山，四日市市宮妻町宮妻峡) .しのび

ぐも15:12-19.

19．三重クモ談話会1990.三重県産真正蜘蛛類目録(W) .しのぴぐも18:49.

20. ．三重クモ談話会19gW3.三重県産真正蜘蛛類目録(V) .しのびぐも21:18.

21.三重クモ談話会19%.四日市のセアカゴケグモを追う．しのぴぐも24:8-22.

22．三重クモ談話会1998.三重県産真正蜘蛛類目録(W) .しのびぐも26:31-32.

23．太田定浩1963.三重県北部（北伊勢地方）の真正蜘蛛類目録.Atypus31:1.

24．太田定浩1963.鈴鹿山脈を主とした北勢地方の真正蜘蛛類.鈴鹿山脈自然科学調査報

告書:111-118.

25．太田定浩1997.四日市のセアカゴケグモ.蜘蛛29:23-25.

26．太田定浩1997.セアカゴケグモの野外調査.学会発表プリント、

27．太田定浩2001.天春明吉氏採集の標本をみる．しのぴぐも29:12-16.

28．太田定浩2005.天春明吉氏採集の標本を見る（その2）． しのびぐも32：5-7.

29．太田定浩2007.すみかえを広げた四日市のセアカゴケグモ、 しのびぐも34：5-8.

30．太田定浩・貝發憲治1990.クモ類.四日市市史第一巻資料編自然:313-320目録:98-103.

31.太田定浩・貝發憲治1990. 『四日市市史」のクモ類目録を補う． しのぴぐも18:11-33.

32．太田定浩。橋本理市・貝發憲治1984． 三重県産真正蜘蛛類.三重生物33.34:15-222-18.

33．新海明2007.ワスレナグモの全国分布調査結果.KISHDDAIA92:39-32.

34．須賀瑛文1987.三重県のトタテグモ類について(I)．しのびぐも15:5-6.

35. 田中穂積1985.kscripmOnsofnewspeciesoftheIycosidas(Aralleae)homJ叩皿.Acta33(2):

57-59.
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36． 田中穂積1991.町cosidSpidersofJapanm(Arctosa)園田学園女子大学論文集25:296-299.

301-304.311-313.

37．徳本洋2009.三重県鈴鹿川のクモ． しのびぐも36: 17-27.

38．四日市高校生物部蜘蛛グループ1％4.本年度採集の蜘蛛.BioloW24:15-18.

39．四日市高校生物部蜘蛛グループ1962.蜘蛛紹介.Biology22:53-57.

40．吉田哉2003． 日本産ヒメグモ科総説． 日本蜘蛛学会:45.46.

（6）参考文献

1．橋本理市・貝發憲治・太田定浩1984.鈴鹿山脈北部石灰岩地域の真正蜘蛛類.鈴鹿山

脈北部石灰岩地域自然科学調査報告書(藤原岳自然科学館):123-145.

2・熊田憲一・熊田理恵・貝發憲治． 亀山市のクモ類.亀山市史。自然編

3． 日本自然保護協会1985.指標生物一自然をみるものさし－:214-217

4．小野展嗣2009． 日本産クモ類． 東海大学出版会．

5．太田定浩・貝發憲治。熊田憲一・塩崎哲哉・橋本理市・武藤茂忠2008．鈴鹿市のク

モ類.鈴鹿市の自然一鈴鹿市自然環境調査報告書一:392-427.

6、新海明2005．ジョロウグモの個体数の年変化(19舛～2004の記録）およびその他の

クモ類での個体数密度の変化傾向.KISHIDAIA88:23～28.

7．新海栄-2010.ネイチヤーガイド日本のクモ.文一総合出版．

8．谷川明男2005.毎日ジヨロウグモを数える. KISHIDAIA87:36～38

9．谷川明男2010. 日本産クモ類目録ver.2010R2.
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クモ類目録

目録の記載要領

1 科の配列および和名は「日本産クモ類目ver."1M2｣ (谷川明男． 2010)に従った．

2記載種は‘今回の調査で種名まで同定し得たもの，および過去の文献に記録されているものである.文献記載のあるものは採集年月日の後に
文献番号を付して表した．

3各種ごとの記戦項目は，和名，採集地点，採集年月日（日一月一年） ，文献番号の願で示した．

4この目録作成に用いた今回の調査樫本は，すべて著者が保管している。

I ジグモ科(2種）

1．ジグモ 加雷神社23-VE-2唾 里沙門天4-昭-2010 閏部丘陵公園21-XI-20的 轟の轟神社25-Ⅶ-199"2） 四日市市内(14）

川島町22-樋-2畷～9-1-2“4《;動 西村町25－X-19師約$） 童富田､下輝電Ⅵ～XI-1962趣4)“》 富田翠-X-1”1〔忠勤

泊山公園4－V-1987③1） 前田町畷～X【-1962(31） 。 海山遭町4－V-1987(31〕

2.ワスレナグモ 鍵の霧神社25-咽-19"(2x33〕

Ⅲ カネコトタテグモ科(1種）

3､カネｺトタテグモ 宮妻峡28-Ⅵ-198x'8)⑬')“）

画 トタテグモ科〈2種）

4.キノボリトタテグモ 随冨神社23-脳-2唖 毘沙門天4-V目-2010 久保田蓬田神社25-Ⅶ-1"4② 山田率-Ⅵ-1978~28-Ⅷ-1978⑧､お-Ⅶ-19甑31）

川島醜2-Ⅷ-…～9-1翅”(15） 波木町26－Ⅶ-19画31） 河原田神社20-X-1975(16X31） 高角町神前かⅥ-1969(16海1）

宮要誤28-斑-1987(18率1)“）

5.キシノウエトタテグモ 四日市市川島町22-堀毛曄~9-【辺"4<15）

Ⅳ イトグモ科(1種）

6.イトグモ 宙田28-Ⅸ-1991<11）

V ヤマシログモ科(1種）

7.ユカタヤマシログモ 四B市市内(” 東富田､麓田町碗～X【-19漣“X途1》

Ⅵ マシラグモ科〈1種）

8.ヨコフマシラグモ 宮妻峡28-Ⅵ-噸7('8x31）

函 ユウレイグモ科(4種）
g・オダカユレイグモ 内山町鮭x”

10.ユウレイグモ 西坂都町25-X-1987“） 北勢中央公園13-K-2函 腿沙門天24-X-2噸4－個-2DIO 泊山公園4-V-1987⑬1） 西山町4-X匝乏010

伊坂ダム12－胴-1976(4撫1〕 河原田町Ⅲ-19万～Ⅱ-197Ⅸ7X31） 山田醜-Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197猷勤 四日市市内〈14）

山村ダム25－X－1”7鞄1〕､ 13－Ⅸ･丑四.17－Ⅵ翌010 宮妻町”-Ⅵ-1987鞄1） 川島砿一Ⅳ-1987垣1).22-蝿-2“～9-1-2“4(15）

水沢野母町26－洞-19…1） 山田町”-田-19函31） 南部丘醗公園”一X-1”7画1狸1-XI-2函 渡木町郡-堀-19画31）

11.イエユウレイグモ 四日市市内(” 宮田29-Ⅸ-1983“）

12.シモングモ 内堀町弱-Ⅶ-19露 四日市市“4〕 前田町.粟富田Ⅵ～XI-1962函聡1）

函 エンマグモ科〈2種）

13.ミヤグモ 宮婁鑪4－咽-釦'0

14．コマツエンマグモ 西山町4-xⅡ釦10 四日市市郎14）

歴 タマゴグモ科(4種）

15．ダニグモ 河尿田町XI-1977(7)24-Ⅵ-1鑓沌1） 川島町19-XI－2“α③ 山田町坊-Ⅷ-19配〔31）

16.ナルトミダニグモ 河簾田gT霊-Ⅵ－1"ﾌ鮎xﾌx31） 伊壌ダム3-xI…､⑳

17.シﾔラクダニグモ 加冨神社23-砲-2函

18.アカハネグモ 山村ダム 17-Ⅵ-2010 四日市市慰” 川島町22-明-2噸~9-【-2m4《15）

X センシヨウグモ科(3種）

19.ハラビロセンシﾖウグモ 水沢野田町23-憾-2函 宮妻釘28-Ⅵ-198油1） 山村ﾀ･ム崎-Ⅸ乏噸 北鰐中央公園13-Ⅸ･2函 毘妙門天24-x-2“

垂塘公園1矛XI丑” 南都丘陵公園21-X【毛、9 西山町4－XⅡ-2010 河蕊田町Ⅲ-1977～5-197座7》 壊木町躯-幅-19“1》

四日市市内〈14） 川島町22-羽毛”～9-1-2”4<15） 霞ｹ浦緑地公園26－Ⅷ-19…1)､13-Ⅸ-2函

釦.センシヨウグモ 宮妻峡溺-Ⅵ-1987(1“1》、認-咽-2噸 北勢中央公園13-Ⅸ至函 毘沙門天24-X-2函牛凋“10

御地沼沢15-X1-2噸 海山通神社21-X【翌蝿蕊木町26-Ⅵ-19…1） 伊壌ダム13-Ⅵ-197鄙軋淘1） 呈坂公園15-X【翌噸

山田8両一Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197…1） 四日市市郁1の川島町”－Ⅶ壬睡～9-1-2m4(15） 山村ダム25-X-1“7“).17-Ⅵ毛010.”‐Ⅷ-1”7

宮妻町28-Ⅵ-1987輪1） 里坂山26-幅-19…1） 南部丘陵公園26－Ⅶ-198顕1)､21-XI－2唾 河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-197ぷうX31）

21.オオセンシヨウグモ 山田牢-Ⅵ-1"8~2匪堀-197鎚聡1） 河原田町24-Ⅵ-198池1j

XI チリグモ科(2種）

22.チリグモ 四日市市内〈抑 票宮田､前田町班~XI-1962⑫4X31）

23.ヒラタグモ 加奮神社23-個-2函 昂沙門天24-x-2唖.4-澗宅olo 長船神社15-xI-2"9 西山町4-xⅡ毛o'0 四日市市内〔14）

川島醜2-Ⅶ乏姻～9－【-2”4(15） 大矢知､下海老Ⅵ～X［-1962《24X31》 海山逼町4－V-1987侭1） 塗木町26-Ⅶ-19闘翰1）

西村町25-X-198ﾌ鮭1） 生鈷町鏥一洞-19画31）

XⅢ ウズグモ科(5種）

24.オウギグモ 西山町4-xⅡ-2010 伊坂ダム17-x-1976(4x31） 山村ダム25-x-1987(31)､14-咽-1977 垂坂山26-咽-19“1） 川島町6-Ⅳ-1987⑬1）

25.マネキグモ 斑冨神社23-帽-2函 宮饗峡4-晒-201｡ 御地沼沢'5-x1-2唖 長船神社!s-xI-2函 海山運神社21-x【ぞ函
日永中央録地21－XI－2唖南部丘陵公園I0-X-1987⑬1).21-XI－2皿 西山町4-XⅡぞo10 山村ダム25-X-1987“》､ 14-咽－1”7

河原田町昭一1977(7） 山田魂-Ⅵ=1978～28-冊-197駅8池1） 四日市市内(14》 西榎部町26－掴-19函31） 波木町26－Ⅶ-19…1）

川島”2－Ⅶ-2”～9－1－2”4〔崎》 垂坂山26－昭-19画31） 瓶ヶ浦緑地28－昭-19…1） 海山遭町4－V-1”7⑬1）

河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-197錨1） 伊坂ダム13－Ⅵ-19だ、 12－昭-1976(4麺1)麺一町－1鐙7，①

26.トウキヨウウズグモ 四日市市内q4） 下海老29-噸-1962(24噸'）

27.力ﾀハリウズグモ 山村ダム ’3-Ⅸ-2噸.'ﾌｰ唖老o1o 毘沙門天24-X-2配 長船神社'5-X1-2噸 南部丘電公園'o-x-1987(31).21-XI-2唖
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河尿田町、-1977～Ⅱ-197”X向1） 山田町3-Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197叡勧.26-堀-19銅(3T） 四日市市内(14〕 泊山公園狸-Ⅲ-19錆輸1）

下海老Ⅵ～X1－19艶《24X31 西壌部町26－個-19函31） 垂授山26－寵-19麺31） 川島可塑-Ⅶ‐…～9－1垂呼q5〉

生鏑町26－羽-19蝉訓） 水沢野田町26-堀-19罫31） 海山遍町牛V-19a7(31〉 宮妻蛾1－X1－1鱒7(1⑳､28-Ⅵ-198X1郡31）

伊坂ダム13-Ⅵ-1976. 12-掴-1976<4X31） 西山町4-Xn－2mO

28.ヤマウズグモ 宮要岐牛昭-2010 罠沙門天24-X-2噸A-掴-2010 長船神社15-xI-2蝉 伊坂ダム12-個-1976"x31〉

河恩田町、－1”7～Ⅱ-197獣7期1） 山田町3-Ⅵ-1978～23-鞠-197錨).26－Ⅶ-19…1〉 泊山公園牛V-193X31） 鍵ケ岳W～XI－19“4X31〕

大矢知1961(S9X31》 垂坂山誼-掴~19…1） 水沢野田野2毎聰-193叡31） 海山道句4－V-1987“） 波木町26－Ⅶ-19“81）

内堀町26-Ⅶ-198叙31） 川島可塑一切－2“～9-1-2唖(15） 山村ダム3匪堀-19万.14-洞-1977

X函 ホラヒメグモ科(2種）

29.コホラヒメグモ 伊壌ダム番切-1977(4) 河厚田町、-1977～Ⅱ-197”海1） 四日市市内(” 中野町1-画-1"4《27） 宮妻奴28-W-1987“）

埜坂山26-堀-1“瓢） 中央轟地公露羊V－1”7⑬1）

30.チピホラヒメグモ 唾ケ浦緑地公図26-Ⅶ-1函 四B市市内《14） 川島町22-Ⅷ-2噸~9-1-2"4〔15）

XⅣ ヒメグモ科(53種）

31．アシブトヒメグモ 刺意神社銅-咽-2函 水沢野田町銅-Ⅷ-2"9 西坂鄙町25-X-1987⑬1） 霞ケ淵蒜地公園26-咽-19”31).13-Ⅸ-2α均如意神社銅-咽-2函 水沢野田町濁一Ⅷ-2” 西坂鄙町25-X-1987⑬1） 霞ケ淵蒜地公園26-咽-19”31).13-Ⅸ－2α凋

北鍔中央公園13-Ⅸ－2”毘沙門天24-X-2唾.4-週-”1｡ 泊山公窪安X1－2“ 垂坂公園15-X1－2“ 翻泡沼沢15-X1－2唖

長閥神社15-X1忽噸 海山通神社21－X1－2噸 日永中央縁地21-Xi－竜” 内漏町瀦一塊-19詞31） 西山町4-Xn－2鯛0

河恩田可、-1”7～Ⅱ-197猷7X31） 四日市市内(14） 神蔚25－V-1986g-XI-1g”1⑳ 伊坂ダム13-Ⅵ-1976.12-瓶-1975(4X31）

西村町2子X-1g87(31〕 山村ダム溺一X-19g7③1J17－Ⅵ-201q30-Ⅶ-1977 川島町22-Ⅶ-2函～9－1－2“4〔1海山迩町4－V-1937“）

富要峡26-Ⅵ-19駒q8X31》､鰯一昭-2噸 宮妻町勢一Ⅵ－1”7“〉 垂坂山26－踊一19癖31）

南部丘堕公瑠26－Ⅶ-19麺31).21-XI－2“9 山田町3-彌一1973~28-Ⅶ-197ぷ8X31）

竃ｹ浦緑地公園13-Ⅸ-2噸山村ダム 13－Ⅸ-2唾,17-Ⅵ-2010 毘沙門天2牛X-2噸､4-掴-2010 泊山公園9-X1－2噸

御地沼沢15-XI－2”9 長船神社15-X1-2噸 鈴鹿川緑地公園21-XI－2“9海山遭神社21-XI－2α)9 日永中央緑地21-X】-2函

閣部丘睦公園21-XI－2“ 西村町17-Ⅵ－”10 河鹿田町副-19ﾌ7～Ⅱ-197獣7X31） 川恩町翠-Ⅶ-2噸～9-1-2”割15）

下海老Ⅵ～XI－19礎雌4X説） 垂坂公園15-XI－Zq鯰

毘沙門天牛Ⅶ-2010 川島町浬一Ⅶ－2噸～9－1－2”4(15）

畳坂山26-堀-19醗31） 毘沙門天2牛X－2”､4-掴－2，0 長船神社15-XI－2“9 日永中央韓地21-XI-2009 西山町4－Xn－”10

伊頒ダム12-閥-1976(4X訓） 川島町浬一Ⅶ-2(X鱒～9-1-2“峡15） 波木釘26-Ⅶ-198叙31） 山村ﾀ‘ム25－X-19幻“)､17-W-”10,14-掴-1餌7鰯〉

大矢知19-Ⅶ-1962(24X31）

富妻峡牛堀-2010 山村ダム25-X-1987(31)､13-Ⅸ-20” 毘沙門天24-X-2009 泊山公園9-X】－2” 量坂公園15-X1－2“

長船神社15-XI－2” 日永中央緑地21－XI－2函西山町4-XⅡ-2010 四日市市内(14〉 川島町22-Ⅶ-2”3～9－】－2”4(15）

大矢麹Ⅵ～XI－19鍵(24X31》 至坂山26-砲-19麺31） 生蕊町26-個-1988鱒1〉 南部丘睦公唖10-X-1987的1）

加冨神社”-週-2“ 水沢野田可23－掴-2“ 伊坂ダム13-Ⅵ-197s“X31》 山村ダム3匪堀-19ﾌ7山田恥-Ⅵ-197轍～“-Ⅶ－1鯛8<郡31》

伊坂ダム12-昭-1976(31〉

河原田町22-咽-1977⑯X7X81） 垂坂出鎚一曙-19…1）

河原田町、-1977～Ⅱ-197””1） 宮妾殿4－V-19忽7崎1)､調一V-19g7.1-XI－1987《1“26-Ⅵ-19”<13〉 四日市市内(1叫

伊坂ダム12－掴-1976, 17-X-197叙4X31〕

水沢野田町鱈一個-2函 雨部丘陵公園21－XI－2“ 葛池沼沢15-X1-2噸 総鹿川緑地公園21－XI－2函 山繊･ム17－Ⅵ-2010

四日市市内《1⑳ 川島町22-Ⅶ-2噸～9-1-2”<15〕 内醗町26-堀-19麺31） 前田町Ⅵ～XI-1962《2鍬31） 西山町4-Xn-2010

西村町溺一X-1987(31).17-Ⅵ一”10 河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-197叙7X31〉 母坂ダム12-昭-1976. 17-X-1976(4)

宮妻峡←昭一”” 四日市市内《14〕

西山町4－Xn－2mO

山城町接神社15-Ⅱ－2噸〔2鋤

山村ダム13－Ⅸ-2蝉 四日市市内〈14） 川島町22戸堀-2“～9－i－2”(15）

鞄雷神社2審幅-2“ 山村ダム25－X-1987卸蜘3－Ⅸ-2函泊山公露淫XI－2唾騨泡沼沢15-X1－2“9 長船神社1畦XI－2唾

用都丘震公園21-X1－2” 西山町4－XⅡ-2010 四日市市内(14》 川島醜2-渦-麺3～少1－2“4(15） 波木町麓-Ⅶ-19”(31〉

海山道町4－V-198ﾌ⑬1） 生桑町26－個-19罰31〕 迫山公園28－Ⅳ-19郵31）

西山町牛Xn-2010 四日市市内〈14） 川島町2番Ⅶ-…～9－1－2”4(15） 搭町北鱈-X-1987〔31） 内慮釘錨‐Ⅶ－1，麹31》

西村町25-X-19g7的1） 桜町西23-X-1957⑬1）

毘沙門天24-X－2噸A-摺一”10 泊山公園9－XI－2唖河霞田可忍-1977～3-197畝7X31〉 伊坂ダム12－Ⅶ-1975, 17-X-1g75(4噸1）

宮罫峡20-Ⅸ-1987(1醜31） 四日市市内〈14） 川島町22-堀-2噸～9－1－2”"15X31》 閣都丘陵公園10-X-19観(31） 波木町26-Ⅶ-19画31）

宮饗町2緋w-19gX31） 山村ダム14-Ⅷ-1977

釦雷神社2歩Ⅷ－2“ 箙ケ浦録漣公瞳13-Ⅸ-2“里沙門天2牛X-2蝿 垂坂公園15-X1－… 長鮒神社1ヶX1－2幽

陶部丘陵公園21-XI－2函宮要町28-Ⅵ-1987(31〕 宮妻峡26-Ⅵ-1987(18X31） 伊壌ダム12-旧-1976(31） 四日市市内〔14）

西坂部町25-X－19説⑬1）

砿ｹ浦録地公団13－Ⅸ－2噸瞳埠頭27－X1-1995,2酢XI－19蝿～28-XⅡ-1996(21X40） 富州恩町26－X-2嘘(29） 平建新町牛胴-201o

須賀3炉XI－19“(理） 富双”-XI－1“5吃2)､Ⅳ～XE－1鯛6唾5)､〃-1996～朔－1”7(塾6）

山梯.ム17-Ⅵ-2010 河恩田町24-Ⅳ-1987(31).22-Ⅷ-1977(6X7〕 川島町望一Ⅶ-2“3－．9－1－2“4〔15） 雷坂山28-Ⅶ-19”〔31）

垂坂公園15-XI－2唖 長船神社15-X1－2噸 山村ダム14-Ⅷ-1977 川島”2-Ⅶ之“3～9-1-2”4〔15）

宮罫峡23-Ⅶ-2α刃 西坂郡町25-X-1987《鋼〉 毘沙門天Z4-X-2噸 泊山公囲9-X1-2噸 塁坂公園1$-X1－2噸

畏船神社15-XI－2蝿 海山道神社21-XI－2” 西山町4-Xz－2mO 河原田町Ⅸ.X,X1-1977(7) 識木町26-Ⅶ-19“91》

川島町22-Ⅶ-2”3～9-1-2岬(15)､10-X-1987⑬1） 山辨･ム25－X-1987(81).13-Ⅸ-2｡”､14-昭-1977 山田釘3-Ⅵ-1978～28-朔-197”噸1）

泊山公園2らⅣ-1988(31） 南部丘躍公園I0-X-1987(3”

山村ダム 17－Ⅵ-2010 四日市市駆14》 川墨町22宮Ⅶ-2函～9－1－2“4(15）

西山町牛Xn-2010 山村ﾀ'ム17-Ⅵ-”” 北勢中央公園13-Ⅸ-2“ 淘池沼沢15-XI－2i顕 長船神社15-XJ－2噸

鈴鹿川緑地公園21－X1-2” 窟浜鈴鹿川左岸4-Xn-2010 伊坂ダム29-Ⅶ-1977（4） 河原田町22-蝿-1977崎X7》

山田町3-W-1978～28-Ⅶ-197ぶ8X31） 四日市市内(獄川島町22-Ⅶ-2唾～9－1－2““5） 水沢野田町26－Ⅶ-19”31‘)23-昭-2“

高角町1企X-1987(31）

皿冨神社溺-掴－2“ 宮妻喰23-掴-2函.4-Ⅷ-”10 毘沙禰天2牛X一….4－Ⅷ-20 垂塩公園15．X1－2C的 畏魁神社15-X1－2唾

四日市市内(14） 川屈可塑-Ⅷ－2“3～9－1－麹4(画〉 西村訂蕊一X-198ﾌ(31） 西坂部可25－X-1987《81） 生独可鰯一咽-19劉31）

32.シロカネイロウロウグモ

33.トビジロイソウロウグモ

“・チリイソウロウグモ

35.アカイソウロウグモ

36.オナガグモ

37.ヨツコブヒメグモ

38．ギポシヒメグモ

39.オダカグモ

40.ﾎｼﾐドﾘﾋﾒｸﾞﾓ

41.ヤホシヒメグモ

42.コガネヒメグモ

43.サヤヒメグモ

“.シラホシオオノヒメグモ

“､シモフリミジングモ

46.カレハヒメグモ

47.ヤマトコノハグモ

48.ヒシガタグモ

49､ムラクモヒシガタグモ

50.セアカゴケグモ

51．ヒシガタヒメグモ

52.ハラナガヒシガタグモ

鐙.フタオイソウロウグモ

54,ツノナガイソウロウグモ

55.ハイイロヒメグモ

56.ツリガネヒメグモ
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海山遵町4－V-1987⑬1）

山田零羽-19球“1）

配雷神社23－昭老函 毘沙門天4－掴-2010 長闇神社15-x1-2噸 四日市市啄1⑳ 川島町22-羽-2噸～9－1－2“4〔15）

趣雷神社濁一掴一… 厩ｹ漁緑地公国26－Ⅶ-19郵31J13-Ⅸ-2噸 毘沙門天24-X－2“4－Ⅷ-2010 長蝿神社15-X1－2唾

山村ダム25－X-1987鱈1).釦-堀-1977.14-泊-1977 山田町3-Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197…1） 四日市市内《14） 漣木町26-Ⅶ-19“1）

川島町22-Ⅶ-2噸～9－1－麺4〔15)､1砂X-1987“） 鋤岳Ⅵ～XI-1g62(24X31） 園部丘鍵公園10-X-19S7⑬1） 采女町1”7匂7》

西村町溺一X-19g7《31〉 内竃町恐Ⅶ-19…1） 富妻峡審Ⅵ-1987(1鰍31).鰯-掴－2嘩宮妻町野W-1”7伯1） 垂坂山午XE-1g87⑬1）

水沢野田町26-Ⅶ-19鶴〔31） 伊坂ダム13－Ⅵ-1976,12-個-1976(4噸1） 河原田町V､Ⅵ.Ⅶ-19万･進4-Ⅳ-1987“）

水沢野田町23－Ⅷ－… 山村ﾀ』ム17-Ⅵ-2010 四日市市内(14） 川島日更2-堀-2“～9－1－2”4(15）

西村町17-Ⅵ-2010 葛池沼沢26-函-19銅河恩田町22-Ⅷ-1977. 18-Ⅶ-1977駐X7X31） 四日市市顧1妙川島町理-咽一癖-令1－2“4口鋤

山村ﾀ'ム 17－Ⅵ-2010 四日市市内《14） 川島町22-Ⅶ一癖～9-1-2“4《1恥

功雷神社23-昭-2噸 水沢野田町鱈-砲-2” 融涌蔵地公園2ヶ掴-19配鞄1).1餅Ⅸ-2噸 四日市市蹴14》 畏賭神社15-X1－2函

昆沙門天24-X-2噸 垂坂公園15-XI-20的 垂坂山4－XⅡ-1987⑬1） 御地沼沢15-X1-2” 海山週神社21-X】-2“9

日永中央緑地21-X1-2噸餓木町2ケⅦ-19鯛(31） 西村町25-X-1987⑬1)､17-Ⅵ-2010 西山町4PXn-2010 泊山公園密。Ⅳ-19感31）

山村ダム17－X-1”8燭1)-14戸咽-1977 河原田町、-1977-,-197猷7X31》 山田町26-Ⅶ-19“1》､8－慨-19泊～2参Ⅶ-197狐8》

川島町22-Ⅶ－2噸～罪1－2“4《15） 海山週町牛V=19師⑬1） 東富田､鐵岳.室山.下海老､蘭田町Ⅵ～X1－1952位4X31）

下海老Ⅵ～X1－19唾唾の.⑬1） 富田22－X-1961(39） 宮察峡26-Ⅵ-1987(1鰍31>､23-昭-2噸 宮妻町28-Ⅵ-1987〔31）

伊坂ダム13－Ⅵ-1976.12-Ⅷ－1”6(4X31） 南部丘陵公園1'X-198ﾌ(81)､21-X1－2a刃 生薬町25-個-樽郵19） 平津新町牛堀-2､10

室山町Ⅵ～Ⅸ-196麹1〉

川島町22-Ⅶ-2唾～9-1-2“4〔16） 泊山公園28-Ⅳ-1“31）

山村ダム 13－Ⅸ-2噸

山癖'A17-Ⅵ-”10 毘沙門天24-X-2噸

水沢野田町26-W-19麺31》､2審密－2函宮妻峡28-Ⅵ－1頭7⑱1).28-昭-2“4-咽-2010 毘沙門天2牛X-2”4-Ⅷ-2m○

鈴鹿川録地公園21-XI－2函桜町西23-X-19SXal） 西山町4-Xn－麺10 河厚田町画一1977～n-1wⅨ7”1）

山田聴一Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197叡甑31》 四日市市内(14）川島町涯一Ⅶ-2函～9－1－2”(15） 山村ﾀ'ム25-X-1987“>､13-Ⅸ－…,17-Ⅵ-2010

下海老町21-V-1997鱒1） 西坂謬町25－X-19g7⑬1） 窓妻町 28-Ⅵ-1987(31） 垂坂出鎚一堀-19錘1） 生議町26－題-19…1）

生顛町鑪一個-19…1） 南都丘睦公墨10-X-19g7⑬1).21-X1－… 伊坂ダム13-噺-1976,12-題－197甑4x31）

波木町2伝Ⅶ-19”31） 輝勉沼沢15-XI－2麺

磁浦緑地公園13－Ⅸ-2”四日市市内(14》 南部丘曜公園弱-Ⅶ-1密19噸1）

靭冨神社23－個-… 水沢野田町23－個-2噸 宮妻峡23-Ⅷ-2噸d4－掴-2010商松海岸13-Ⅸ-…山村ダム17－禰一2m○.1午砲-19両
●

泊山市民公園9-XI－2唾 埜填公園15-X1－2” 園地沼沢15-XI－2唾 畏鰭神社15-X1－2哩

海山道神社21－XI－2fX噂 日永中央緑地21-Xl－2鎮噂海山遭町4－V-1”7⑱1） 西村町1丁－Ⅵ-“10 西山町生XⅡ-2m○

河原田町、-1977～n-1g7欲7X31） 山田嘘-Ⅵ-1”8～2牙Ⅶ-1”瓢8） 川島町垂覗-2函～9－1－2”q3） 四日市市内(14》

生桑町26-掴-19麺31〉 南部丘疑公園10-X－1”7伯1.通1－X1-2唖 譲木町26=W-19…1）

伊坂ダム12－週-1976 17－X-1鯛“X瓢） 鈴鹿川緑地公園21-XI－…

毘沙丙天午睡-2010

山村ﾀ'ム17-Ⅵ電010

宮妻岐28-Ⅷ-… 毘沙門天2季X-2函 西山町4戸Xn-2010 伊壌ダム12．昭-1”8(4)釘1〕 四日市市内(1⑳

河原田町帽-1977○X81） 山村ダム30-Ⅶ-1977.1牛Ⅶ-1977 川島碗2-堀－2噸~･9-1-2“4〔1罰 望塩山2縁個-19…1》

録ケ岳10-Ⅸ－1鯖1⑬9X31）

四日市市内(1⑳ 采女町1”7(37） 簡町1997⑬7〉

東富田1谷Ⅸ-1962(23池4X31）

四日市市慰1妙

モ
モ

グ
グ

モ
メ
メ

》
操
》

●
●
●

７
８
９

５
５
５

60.コンビﾗﾋﾒゲﾓ

61.キヨヒメグモ

62.オオツリガネヒメグモ

“､オオヒメグモ

“・アマミミジングモ

65.キペリミジングモ

66.ヤマトミジングモ

67.カニミジングモ

68.サトヒメグモ

69.ムナポシヒメグモ

”.タテスジヤリグモ

71.ヒゲナガヤリグモ

72.ヤリグモ

73.ハンゲツオスナキグモ

74.シロホシヒメグモ

75.マダラヒメグモ

76.スネグロオチバﾋメグモ 翻雷神社29-寵-2函 宮妻蛾野Ⅵ－1"7<'鍬31).4-粗-2,0 河愚田町xn-197x7海1》 南譲丘陵公露1砂x-'987“》

四日市市内(14》 川息町翠一Ⅶ-2”～9－1－2“4(15） 泊山公園28-Ⅳ-19露⑬1） 中野町1-田-1”4ぬ7） 小牧町3-X1－1”7画）

山楓町按神社15-1-2噸(28） 伊坂ダム12－昭-1976③1).3-XI－2唾瞳8)､3－V-19礎⑲） 海山遵町4－V-1鯛7⑬1》

山村ダム25-X-1987“).13-Ⅸ－….17-Ⅵ-2010 西垣部町25－X-1987“》 宮妻町鎚-W-1987(31〕

蹴浦緑地公園お一砲－1…1） 平津町八樋神社1牛ヨー2…

77.パラギヒメグモ 宮妻峡26-W-1987(18X81).牛昭-2,0 泊山公唖9-x1-2噸 闘池沼沢15-x1-2噸 日永中央縁地21-x1-2噸

南部丘陵公園21-XI－…西山町4－Xn－2mo 伊積ダム13-Ⅵ-1976《4噸1） 山田町3-班-1978～審掴-197甑“1〕水沢24－V-1銅7(1⑳

四日市市蹴14》 川島可型一題-2噸～9－1－…《15） 宮妻町28-画-19gX31〉 西坂部町25-X－1“7駒1） 垂坂公園15-XI－…

78.タカユヒメグモ 伊坂蛍ム’7-x－197鋲の 言妻竣26-Ⅵ-19"<'甑31）

79.ムネグロヒメグモ 雨部丘陵公圃26-蝿-19鈎 伊坂ダム；ﾌｰX-1"6(4x31） 山村ダム30-Ⅶ-19ﾌ7 河原田町xI-1g77(7).24-Ⅳ-1987“） 四日市爾内(”

80.ポカシミジングモ 宮妻峡26-Ⅵ-1987《18噸1).23-咽-20” 山田噸‐Ⅵ-1978~28-Ⅷ-197”x31） 山村ダム25-x-1987伯I>､14-掴-19両

四日市市啄1甥 川島句2番Ⅶ-2噸～9－1毛“4<15） 鰹木町記一Ⅶ-19…1） 迫山公唖2歩Ⅳ．-19…1）

伊坂ダム13-Ⅵ-1976,12-嘘-19沁鋤 寵部丘陵公園溺一Ⅶ-1銅81〉 里沙門天24-X-2噸

81.コアカクロミジングモ 河原田町24-Ⅳ-噸7函)､18-Ⅶ-1"7鯖x7〕 四日市市内〔1‘ 川島町"-Ⅶ-20"~9-1-2"4《15） 伊塩ダム12-砲-197噸1).29-Ⅷ-1977の

82.コケヒメグモ 宮妻峡23-掴-2噸 山田醜-Ⅵ-1978~28-Ⅶ-197Ⅸ8X31〉 四日市市内(14） 山村ダム25-X1987(31）

83.ユノハマヒメグモ 宮妻峡26-Ⅵ－1”('8x31〕､牛澗-2010 四日市市内(” 宮要町珍職-1987⑬1）

XV カラカラグモ科(2")

84.ヤマジグモ 宮妻鹸23-咽-2”4-Ⅷ-2010 河原田町xI-1"70)⑬1》 山田町3-Ⅵ-1"8~28-Ⅶ-1"弛池1〕 川島轆2-Ⅶ-2"3~9-1-2"4(1鋤
85.カラカラグモ 四日市市内('4）

XⅥ ヨリメグモ科《2種）

86.ヨロイヒメグモ 宮頚銭4-昭-20” 山榊.ム13-Ⅸ-2四.17-Ⅵ-"” 毘沙門天幸翻-2” 犀坂ダム12-糧-1978“､3-XI－…《鋤

平津町 19-Ⅸ-1987⑬1》 川島町Z2－旧-2”3～9-1-2”4〔15). 19-XI－2函砲8)､6－Ⅵ-1”7<81） 東額部町空一Ⅱ-1987(鋼）

中野町21－Ⅳ-1997億1） 盃生町15-Z－1…31） 平津町八幅神社14-Ⅱ-2唾(2鋤 下海老町21-Ⅳ-1997画1〕 垂頑山26-昭-19鰹31〕

雨部丘瞬公園10-X-1987鯨1） 河原田町画一1977～、-197欲7X31）

87.ヨリメグモ 宮妻峨4-堀-”0 四B市市内q4）

XⅦ コツブグモ科(1種）

.19-



ナンブコツブグモ 河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-197叙7X31） 川島町22-Ⅶ-20侭-9-】-2004(15）

ピモ毒グモ科(1種）

・アシヨレグモ 毘沙門天4-朔-"” 伊坂ダム鱒-Ⅶ-19万Qx31） 山村ダム30-週-1977

サラグモ科(52種）

88.ナンフコツフグモ

X題 ピモサラグモ

”アシヨレグモ

X区 サラグモ科(§

90.コサラグモ

91.ザﾗアカムネグモ

92.テナガグモ

93.ヨドテナガグモ

94.ハラジロムナキグモ

宮要領26-Ⅵ－1”7(18X31〉

四日市爾内《14》 川島町堂-閥-2“へ-9-1-2”4(15）

日永中央緑地21－XI－2“9

垂坂公園15-X1－2噸 川島町22-Ⅶ-2“3～9-】－2”4(15） 畳生町15-Ⅱ-19鱸〔81） 中野町1－画-1994(27〕

富妻町 28－Ⅵ-1987⑬1） 宮妻殿弱-Ⅵ-1987(18Xal）

西村町17-W毛010 西山町4-Xn-2010 四日市市内(14〕

山村ダム14-個-1977“）

山村ﾀ･ム13-Ⅸ-2“､17-Ⅵ-2010 毘沙門天24-X-2“ 蟄坂公園15-X】－2“ 函池沼沢15-XI－2幽

海山道神社21-X1－2〔X脚 南部丘鶴公函卸一XI－2(鰯西村町17-斑-2010 内篭可弱一週-198叡31〕 水沢野田町翫一Ⅶ－1輻嚇1）

伊坂ダム18-Ⅵ-1976,21-X1-1976(31） 山田町3-Ⅵ-1978～28-Ⅶ-1978(8X31） 下海老町21-Ⅳ-19印《31》 東坂鄙町浬-Ⅱ-1987⑬1）

登生町15-,-198甑31） 鈴鹿川緑地公園21-XI－2唖

鈴鹿川緑地公園21－XI－2” 西山町牛Xn-2010 河原田町Ⅲ-1977～ロ-197ぶうX81〉 川島町22-Ⅶ-2噸～9-1-2”無15）

中野町1-,-1994(27） 山城町桜神社15-Ⅱ-2”3(2鋤宮妻岐26-Ⅵ-1987⑬1） 四日市市内(1鋤

西山町4-Xn-2010 壌浜鈴鹿川左岸牛XⅡ-2010 栗坂謬町22-Ⅱ-1987 河鼠田町Ⅳ-1,77(7噸1） 四日市市内(14）

川島町Z2-Ⅶ－2函～9－】毛”4(15） 宮要峡26－Ⅵ-1987(18X31） 中野町1－画-1994.21-m-1994(27） 小牧町3－X1-1997(27）

山城町縦神社15-Ⅱ-2唖Q8） 垂坂山26－用-1988(31） 伊坂ダム3－XI－2皿《28） 山城町9－X-1987(31） 萱生町15-3-19認31》

西壕部町鰯一X－1”ﾌ的1） 平津町八鴨神社14－m=2噸(2S）

西村町17-Ⅵ-2010

内堀町26－Ⅶ-19由 川島町22-Ⅶ-2函～9－1－2”4(1馳

伊坂ダムT7-X-197畝31）

水沢野田町23-Ⅷ-2噸 垂堰公画15-X1－2噸 湾池沼沢15-X1－2噸 西村可17-Ⅵ-”1Q25-X-1987 山村ヌム30-Ⅶ-1977

四日市市内《1の 川島町錘-Ⅶ-2“8～9-1-2”(15） 哲稜町1ひ･X-19説(31） 伊坂ダム1告堀－1蛎献31〕 桜町西鶴-X-1”7(al）

桜町北鱒-X-19”⑬1）

南部丘陵公園21-XI宅”迩浜鈴鹿川左岸4-Xn-釦10 河駅田町、-1977～Ⅱ-1978(7)

山村ダム25－X-1987 伊坂ダム17－X-1976(4) 川島町Z2-Ⅶ-2噸～9－1－2“4(・

宮妻妓審w-1987

水沢野田町23－Ⅶ-2噸 北勢中央公園13-Ⅸ=2噸 西村可17-Ⅵ-2010 西山町4－Xn-2010 侭町1997(37）

山田恥‐Ⅵ-1978へ2ケ旧-197”X31） 四日市市内《14） 川島町22-掴－2噸～9－1－2“4(15》 河原田町22-Ⅷ-1977崎X7)⑬1）

河愚田町園-1977～Ⅱ-197獣7鯛1） 山田町3-Ⅵ-1978～2ケⅦ-1978<8X31）

西山町4－Xn-“10 東坂部町鍵－，－1987 川里可塑一切-20“～g－I－2“4<15》

四日市市内《14》 川且町22-Ⅶ-2”～9-1-2”4(15）

水沢野田町23-昭－2函 伊壌ダム12-咽-1976〔4X31） 河蹟田町、-1977～ロ-197獣7)（

内堀町溺一朔-19認31） 伊坂司19-Ⅸ－1gg7⑬1）

川島可塑一翻一…－9－］－2”4〔1動

宮妻峡2紐Ⅵ-1”X1鍬31)､4-昭-2010 山村ダム 17－Ⅵ-2010

河畷田町X-1977(7X31） 毘沙門天24-X-2“ 泊山公圃9-XI－2“9 澄糧公園15-XI－2“9 西山町牛Xn－2010

伊壌ジム17-X-1976(4噸1） 宮至鍼1－XI-1987(10X31)鼻一函-2010

宮襲峡”-班-鱒印q8X31)､溺一活－2Ⅸ刃A－掴一“” 四日市市啄14》 山田町3－Ⅵ-197B～錫-Ⅶ-197急⑧<銃）

宮妻峡26-Ⅵ-1987<18X31）

富要娘4－昭-2010 昆沙門天4－咽-2010 伊坂ダム12-堀-1976(4噸1） 山村ダム30-Ⅶ-1977, 14-Ⅷ-1977

河原田町Ⅵ-197”X31） 四日市市内(14） 川毘醜2-朔-2噸～9－1－2”4(15X執） 蟹垣山坊-幅-19侭《31〉 液木町a6－Ⅶ-198甑訓）

宮妻電 28-Ⅵ-1987輯1） 鹿霊丘塗公圃10-X－1”X31〉

伊坂ダム12-宿-1976(31）

泊山公園9－X】-20鱒 西山町牛Xn-2D10 伊坂ダム12-掴-1976(4) 四日市市内(14〉 川島町22-Ⅶ-21m～g一】－2”4(15》

富妾竣26－m-1987(18X31） 宮妻町坊-Ⅵ-1987鯉1》

伊坂ダム29-Ⅶ-19刀“ 河顔田町ﾛ.Ⅵ-1977(7X31） 山田町3－W-1978～28-Ⅶ-1”馴淑31） 川毘町謹-Ⅶ-世1噸～9－1－試廊4(15〉

四日市市内(1鋤

山村ダム30－Ⅶ-1977. 14-Ⅷ-1977 河原田町Ⅳ.Ⅸ-1977(7X31） 泊山公圏28-Ⅳ-1988(31） 室山，東富田W～XI-1962(24X31j
河漂田町3－Xn1977･X31）

河恩田町Ⅳ-1977<7海1）

西坂部町25-X-1987 河原田町Ⅲ-1977～ロ－197獣7X31） 泊山公園28－Ⅳ-19麹31）

西山町4-XⅡ-2010 河恩田町21－Ⅵ-1977(7X31）

川g醜2-Ⅶ-2”3～9－1－2”鞠5》 山城町桜神戟15-Ⅱ-2噸(28） 平津町八幡神社14-Ⅱ=2”(2釦 伊坂ダム3－XI－2”2(28》
海山道神社21-XJ－“ 四日市市内《14〉

河風田町18-XI-1977｡)⑬1）川島町22-m－2噸～9-1-20“<15） 伊坂ダム3－XI－2C唾(28）

西村町17-Ⅵ-2010 殻ケ浦録地公園26-昭-1988 四日市市内(14） 東坂部町22-Ⅱ-1962(31）

中野町21－m-1”4《27).21-Ⅳ-1987 河原田町Ⅲ-1977戸．｡Ⅱ-197訊7X31〉

山之一色町21-Ⅳ-1”7 垂坂山牛Xn-1987 川息町2審Ⅶ-2α殉～9－1－2”砿15).19-X】－鋤鯛哩鋤 平津町八絶神社1牛Ⅱ-2003〔2鋤
采女町25-Ⅶ-2“7

川島町22-Ⅶ-2叩3～9-1-200“5） 萱生町15-Ⅱ-1988(31）平傘町八幡神社14-,-2｡“(28>伊坂ダム3－XI-2co2唾8〕 宮要鍍11－XⅡ-198Ⅸ31）

水浜野田町28－胴-2C” 山田町3-班-1978-2酢Ⅶ-197”X31）

西山町4－Xn-””

垂坂山26-Ⅷ-19銅 海山逼神社4－V-198フ 川島町22-Ⅶ－2噸～9-1-2004(15〕

平津町19-Ⅸ-1987 山村ダム14－胴-1977 川島町22-Ⅶ-2003～9-1-20“(15） 伊坂ダム13-Ⅵ-1976, 17-X-1976(4)
山村ﾀ‘ム 17－Ⅵ-2010

富妻蛾銅-Ⅷ-2“929-V-1987(10） 毘沙門天24-X-2“9 泊山公園9-X1－2“ 垂坂公函15-X1－2” 翻池沼沢15-X1－2“g

長船神社15-XI－2〔X噂 波木町鐙-Ⅶ-19認31） 西山町牛Xn－2010 曇坂山26－泊-19s8(31〕 宮要町鱈‐Ⅵ-19初(31）

95.デーニツツサラグモ

96.コデーニツツサラグモ

マルムネヒザグモ

ノコギリヒザグモ

ハナサラグモ

ニセアカムネグモ

97

98

99

100。

101.アリマケズネグモ

102.ヤマトケズネグモ

1”・ナミズキンヌカグモ

1“､クロナンキングモ

欠
侮
モ

》
》
一
》

色
●
●
●

５
６
７
８

０
０
０
０

１
１
１
１

1“.ズダカサラグモ

110.チピサラグモ

111．クスミサラグモ

ツリサラグモ

フタスジサラグモ

アシナガサラグモ

112

113

114

115.コシロブチサラグモ

116.ムネグロサラグモ

117.へﾘジロサラグモ

シロブチサラグモ

コブケシグモ

ゴカクケシグモ

ツノケシグモ

ツメケシグモ

イマダテテングヌカグモ

スソグロサラグモ

テングヌカグモ

コテングヌカグモ

ﾋロテゴマグモ

旭
杓
釦
創
塑
溺
劉
泌
鯛
幻
四
羽
釦

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

128.ヤマトオオイヤマケシグモ

129.ズナガヌカグモ

1釦.アリマネグモ

131､ヨツボシサラグモ

132.ヒメヨツボシサラグモ

133.オオイオリヒメサラグモ

1鋼.ヌカグモ

135.ヤマトトウジヌカグモ

136.ユノハマサラグモ
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伸萌2企V-19節g－XI－19弱(1⑳ 四B市市内〈14〉 川島町22-堀-2函～9－1－2”4(15噸1） 伊坂ダム12-洞－1976． 17=X-1976《4噸1）

大矢知誰Ⅳ-1968⑬8） 含田2－V-1983(3⑳ 山村ダム25－X-1987③).野Ⅶ-19万.14P掴-1977 鐘ケ岳、東富田Ⅵ～XI－1g趣24X81）
南都丘謹公墨1←X-1”7⑬1)､21-X1－2噸

137.コトガリアカムネグモ 西山町4-Xn-2o'0 四日市市内(14） 内麹町頭-咽-'9画31）

138.トガリアカムネグモ 四日軍市内〈'4） 川島町22-Ⅶ-2唾~9-1-2"4《'5）

139.アトグロアカムネグモ 四日市市内(” 川島町z2-Ⅶ-2噸~少1-2"4('5）

140.セスジアカムネグモ 山癖.ム17-Ⅵ-2,0 園地沼沢15-xI-2唾 絵鹿jII緑地公園21-x1-2嘘 西村町25-x-1987“》､ 17-明-塾10

河原田町園-1977(7噸1） 蘭田町、粟宮田Ⅵ～X1-1962<24X31） 川島町1鯵XI-21噸哩8） 伊坂ダム12-昭-1976. 17-X-1976⑬1）

捲町西23-X-1987《31〕 幡町北銅-X-1987(31） 西山町牛Xn-2010

141．フタエツノヌカグモ 萱生町15-Ⅱ-19鯛 中野町21-Ⅲ-1994〔27）

XX アシナガグモ科(17種）

142.ｵｵｸﾏﾋﾒドﾖウグモ 川里町19-X1-2噸(28）

143.チユウガタシロカネグモ 高松海津13-Ⅸ-2唖 鈴鹿川緑地公園21-XI-2“ 四日雨市内〈14》

1“・オオシロカネグモ 山村ダム13-Ⅸ-20"β俳堀-1977 閣詞丘躍公園21-XI-20鱒 河原田町、-1977～Ⅱ-1978〔7X31） 水沢野田町 2E-Ⅶ-1…1）
四日市市内《1妙 川島町22-Ⅶ-2唾-召－1－麺4〔15） 溌木町2岳咽-19罫31） 宮妻峡26－Ⅵ-1937,甑31〕

伊坂ダム13－Ⅵ-1”6,12－昭-197駅4X31） 山田町3－Ⅵ-1”8～鑓‐Ⅶ-197瓢8X31）

145.コシロカネグモ 山癖.ム13-Ⅸ-2函.17-Ⅵ-"10 曇塩公園15-xI-2函 海山道神社21-x1-2函 畏望神社15-x1-2噸

西村町17-Ⅵ-2010 西山町幸Xn－2010 伊坂ダム”一Ⅶ-1977の 河願田町、-1977～Ⅱ-197欲7堪1）

神薗25-V-19錆22-Ⅵ-19礎(1① 四日市市内(14） 川島町22-咽-2Ⅸ噂～9-1-2”4(15） 海山道町牛V-1937⑬1〕

宮妻峡26－Ⅵ-1987(18X81》 大矢知20-Ⅳ-1968〔38） 山田町3-Ⅵ-1978～23-咽-197獣8X31》 東鰻靜町22－，－1”7“》

泊山公園28-Ⅳ-19麺31） 昆沙門天4-昭-2，0 陶町1”7(37） 蔑木町26－Ⅶ-19趣31）

148.キララシロカネグモ 水沢野田町23-堀-2"9 北勢中央公園13-Ⅸ-2m9 西山可牛Xn-"10 山村ダム30-Ⅶ-1977.14-砲-1977 四B市市内(榊
泊山公園28-Ⅳ-19画81） 小牧町8-V-19画10》 川島町22-Ⅶ－2唾へe－I－2”4q5） 伊坂ダム13-蝋-1976.12-個-1”6《4X81》
山田町3-Ⅵ-1978--審Ⅶ-197甑恥1）

147.キンヨウグモ 宮要峡23-Ⅷ-2”・牛Ⅷ-2010 治山公園9-Xl-2"9

148.タニマノドヨウグモ 富妻峡26-Ⅵ-1987“x31） 大矢知”-Ⅳ-“3⑬8）

149.メガネ縄ウグモ 雷妻峡23-堀-2"94-掴-"10 長船神社15-Xi-2”南部丘躍公函21-XI-2009 西山町4-Xx-201D 大矢知15-Ⅵ-196瓢38）
150.ヨツポシヒメアシナガグモ西村町25-X-1987(1”1)､ 17-Ⅵ-2010

151.ヒメアシナガグモ 御地沼沢15-XI-2"9 河原田町V・XI-1977〔7噸1） 川島町22-Ⅶ-2“~9-1-2"4〔15〕 智積町10-X-1987“） 西村町25-X-1987“）
152.トガリアシナガグモ 山齢.ム13-Ⅸ-2"9 水沢野田町23-昭-2"9 北勢中央公園13-Ⅸ-20⑬ 西山町4-Xn-2010 伊坂ダムテV-1978(4)

四B市市内(14） 大矢知Ⅵ～X1－19鑓(24X31） 傭町1”7⑬7》

1認.キヌアシナガグモ 宮宴竣鈎-Ⅷ-麺噂

154.ヤサガタアシナガグモ 通言神社23-個-2"9 水沢野田町23-Ⅷ-2噸 薗松海岸13-砿-2函山村ダム17-Ⅵ-2010β駅Ⅶ-1977 内面町毒租-19龍《31）

川島町2琴Ⅶ-20“～9－1－2m4(15） 開町1”7⑬7） 爵田町W～XI-1982(24噸1） 采女町1”7(3ﾌ） 海山適可4－V-1987(81）

西村可25-X-1鯛X31） 伊鐸'ム13-Ⅵ－1"76,12-臨-1銅試B1)､17－W－2m“｡-Ⅶ-1977 西坂部町25－X-1987“》 波木町錨一翻一19…1〉

155.ヒカリアシナガグモ 四B市市内(” 川島唾‐湖-2唾~9-1-2"4(心

156.アシナガグモ 釦冨神社23-掴-2” 水沢野田町23-箔-2“ 宮突峡4-咽-"10 山榊'ム 13-Ⅸ-2噸βひ堀-1977

毘沙門天2牛X－… 鍾壌公園15-XI－… 御泡沼沢15-X1－2噸 長贈神社15-XI－2唖鈴毘川録地公函21－X1－2“

海山道神社21－XI－2唖B＊中央録地21-X1－2唾飼認丘陵公園21－X1-2噸 生繭町26-Ⅷ-1蕊31） 西山町←Xﾛｰ”10

河謬田町園-19両～、-1”駁7噸1） 蝿町199X37） 中野町野嘱-19BX1⑳ 神邸舜Ⅳ－1“1醜 内霊可蜜=函-19鰹31〕

四日市市内〈14） 山田町3-Ⅵ-1978割､28-Ⅶ-1978伯X31） 宮田2－V-1968(38》 大矢知.前田均.粟富田Ⅵ～X1-1962瞳4噸1）

大矢知20-Ⅳ-1963(38).8－Ⅶ-1961(39） 伊坂ダム13－Ⅵ-1976, 12-週-1976(4噸1） 采女町1”ﾌ⑬7〉 隈ｹ浦緑地公圃26－掴-19鍵〔31）

西村町25-X-1987⑬1)．17-Ⅵ-2plO“－朔-1987(1鋤 下海老町21-W-1997(31） 西坂部町25-X－1”7“） 迫山桃碗28-Ⅳ-19認31）

海山適町牛V－1”7砲1》 川且町22-Ⅶ－2唖へ舎一1-2“4〔1鋤 北勢中央公園1番Ⅸ一…

157.ウロコアシナガグモ 加雷神社23-掴-2009 水沢野田町26-Ⅶ-19鱈(31)23-昭-2函 傭町199ﾌ⑬7） 高松海津18-Ⅸ-2α均 内語句26-堀-19率1）
北勢中央公園13-Ⅸ-2噸昆沙門天4－咽-2010 泊11必國9-XI－2”9 墨蛎公唖15-X1-2噸 騨池沼沢15-XI－2感

畏鉛神社1ヶX1－2噸 鈴鹿jI睡地公園21－X1－2噸 日永中央録地21－X1－2唖 南鄙丘啓"､題21-X1－…

西山町午Xヨー2010 府五篭塚海岸4-X、一頭1｡ 垂坂山2緩爾-1…31） 山田町8-昭-1973～毒Ⅶ－197認3噸1》

西坂部町25-X-1987(31） 富妻岐2牙V-1987‘1-XI-1987《1⑳ 四日市市内(1の 前田町Ⅵ～X1-1962(2の卸〉 泊111機園審Ⅳ-1認31）

川島町22-Ⅶ-2噸～9-1-2“4(15） 河原田町園-1977～Ⅱ-19ﾌⅨ7噸1） 西村町5－V－1”7〔1臥17－Ⅵ-2010 海山道町4－V-1987⑬1）

山村タダム25-X-1gg7⑬1>､13-Ⅸ-2唾.30-週-1977 伊鍵･ム13-Ⅵ-1”“2-昭-1976(4X1“1〕､”-V-1984⑲） 餓涌緑鍾独園13･･Ⅸ-…

中野町溺-通-1鑓7(1｡ 神蔚2歩Ⅳ-1…1｡

158.シコクアシナガグモ 川島町22-Ⅶ-2噸~9-1-2"4(15）

XXI ジョロウグモ科(1種）

159.ジヨウロウグモ 趣冨神社28-個-2唖 生曇町26-昭-19函31》 宮妻岐23-掴-2"9燭4-砲-2m”4-X-20” 采女町1"7⑬7） 高挫j遍津13-Ⅸ-2"9

西坂部町洩一X-19g7⑬1〉 北鶴中央公園13－Ⅸ-…昆沙門天牛湿-2mq24-X-2噸 泊山公園9-X1－2”垂汲公麹15-X】-2”

御池沼沢15-X1－2噸 畏珊神社15-X1－2噸 日永中央縁地21-X1－2” 西村町25-X-19g7的1>､17－澗=2m｡

躍ｹ浦緑地公園13-Ⅸ=2噸 小山町2牛X-20的 笹ji僧～6丁目24-X-2唖 前田町Ⅵ～XI-1982⑬1浬4－X－2噸

垂壌山26-咽=198顕1〉 伊坂ダム13-W-1976“X31〕 河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-197畝7X31） 山田町かW-1978～Za-堀-1978砲X31）

神前19-X-19”S-XI-19鯛(1碗 川島町2審-掴-2噸へ･今1－2”4(15X31） 大矢知.下海老W～XI-T952煙4噸1》

大矢知10-Ⅸ-1”1⑬9） 水沢野田町26－Ⅶ-19鎚侭、23一睡-2“ 山村虫'ム25-X－1銘7(31). 18-Ⅸ丑哩.17-諏一””

南部丘陵公函26－Ⅶ-19錘1浬1-X1－2噸 奮田牛Ⅸ-19“(38》 壇浜セツ囲町24-X-2噸 四日市市内畑4》

XXⅡ コガネグモ科(46種）

160.ハツリグモ 山討ダム1牛Ⅷ-1977 四B市市唖” 川島町22-硯-2"3ﾍ噂-1-2"恩“） 雷妻町 23－Ⅵ-1”“〉 迫山公団舜諏-1…31）
波木町謡Ⅶ-19…1）

161.オオクマヤミイロオニグモ河原田町v-19"Ox31） 伊坂ダム12-昭-197“1）

162.ヌサオニグモ 四日市市内“） 下海老Ⅵ～xI-19錘〈24x31）

1“イシサワオニグモ 幾ケ岳惣～xI-19鍵(24). '酢x-'961“）

1“､マメオニグモ 富田'8-Ⅶ-'蛇'“）

‐加一



185.アオオニグモ 山材ダム17-Ⅵ-2010 垂坂公園15-X1－2噸 西村町17－W-2010 伊坂ダム12-個-1976《31).20-V-19頭⑲）

四日市市叡14） 川島唾2-Ⅶ－2函～9－1－2”砿15） 大矢知Ⅵ～XI-1952(24X31） 宮妻峡1－X1-1987《1の

川島町22-砲-2“～9－1－2“鼻〔15） 山齢･ム25－X-1鑓7(31） 大矢知Ⅵ～XI-1962Q4X31） 水沢野田町瀧一燭-19…1） 怒木町2ヶ堀-19鍔31）

西山町4-Xn-2010 四日市市内q鋤 川里町璽一Ⅶ-2噸～9－1－2噸(15）

伊坂ダムV-19錘(9X31）

高松海摩13-Ⅸ-Z“ 鈴魔川緑地公園21－X1－2噸 伊坂ダム12－Ⅶ-197叙4〕 四日市市内《14） 海山道町牛V-1弱？(31〕

前田町.東富田．下海老斑～X1－1唾《24噸1） 宮田2－Ⅵ-1961⑬g). 10-Ⅸ-1963哩餌 大矢麹1母Ⅳ-1968(3⑳

西山町4－Xm－麺10 山田町6－Ⅵ-197猷8X31）

伊坂ダム12－胴-1976(4X31） 河感田町Ⅵ-197叙7） 富妻岐29-V-1987.1-XI-1987(1⑳ 水窪4-V-1987(1の

釦冨神詮23－堀-坪 商訟海岸13-Ⅸ-2噸 山村ダム 13-Ⅸ-2噸.17一切-2010 昆沙門天24-X-2噸 西村町17-Ⅵ-2010

鐙木町25-Ⅶ-19認91） 詠壌､詞田町Ⅵ～XI-1962吃4X31） 赤塩2－Ⅵ-1961“》 河躍田町m-1g77～、-197欲7X31）

伊坂ﾀ‘ム12－掴-1976,17-X-1976(31〕 采女町1”7⑬7） 富田2ケⅣ-1963(3甑釧》､30-X-1鍋1〔39>駒1）

伊坂ダム12-Ⅶ-1978(4X31） 山村ダム30-Ⅶ-1977 川島町22-Ⅶ-2函～9-1-2“4<15） 東宮田､大矢知Ⅵ～XI-19g2(24Xal》

水沢野田町23-Ⅷ-2噸 山村ﾀ，ム17－Ⅵ-201”0-堀-197フ 北勢中央公圃13－Ⅸ-2噸 西村町17-画－2，0

伊坂ダム12－昭-1976(4X31》 河環田町、-1977～Ⅱ－197甑7X31〉 四日市市啄14） 山田軸‐Ⅵ-1978～2かⅦ－197戯8噸1）

川島町22-堀之“3～9-】－2”鞠5） 開町1997(訂〉 璽蓄田､大矢知､薊田町町～XI－1g魂哩4X31〕 霞ｹ涌録地公園乞餅帽-19網的1）

垂坂山溺-Ⅷ-19銅⑬1） 波木町25-Ⅶ-19”(31） 南部丘陵公園10-X-1987個1） 西坂鄙町25-X-7”7(31） 大矢知10-Ⅸ-1961⑬9）

、富神社23－蝿-2“ 宮姿峡牛沼-2010 北鍔中央公園13-Ⅸ-20鱈 毘沙門天牛堀-2010 西山町4－Xp-2010

伊坂ダム13-画-1976, 12-晒－1”叙4X31） 西日市市内《14） 河原田町鯛.X-1977〔7X31） 識木町26－咽-19認31》 西壌部町25－X－19銅囎1）

川里醜2-Ⅶ-20”～9－1－2”4(15X31） 下海老Ⅵ～XI-1962<24XS1） 曇坂山26-昭-19画(31》 主蕊町26戸咽-19鋤《31》

西村町25-X-19g7(31〕 山村ダム 25-X－1”7砲1）

伊坂ダム12－堀-1976（4） 液木町26－Ⅶ-198獣31） 山田聴一Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197錘31） 西村町29-Ⅳ-19”I6-Ⅶ-1987(1鋤

川島町22-Ⅶ-2噸～9－1－2“4q5） 山村ダム2←X-1937<31》､30-昭-1977.14－昭-19万

録ケ岳Ⅵ～XI-1962<24X31） 山村ダム 17－Ⅵ-2010 毘沙門天4-昭-”10 泊山公亜9-XI－2函 垂坂公園15-XI－2“

長船神社15-X1－2噸 西山訂4-Xn-2010 四日市市内(14》 水沢野田町26．Ⅶ-19画31).23-個-2噸

川副可塑-w-2噸～9－1－麺4(15）

釦冨神社23-咽‐Z函 北勢中央公園13－Ⅸ=2噸 毘沙門天4－Ⅶ-2010

宮妻峨牛喧-2，0 西日野Ⅵ～XI-1g62(24油1》 垂壌山26-幅-19…1）

毘沙門天24-X-2” 騨池沼沢15-XI－2“9 海山適神社21-X1－2噸

馳冨神社23-個-2函 山辨･ム17－W-2010 北勢中央公圃13－Ⅸ-2唖 御池沼沢15-X1-2噸 長船神社15-XI－2“

B氷中央緑地21-XI－20鱒南部丘睦公園1ケX-1987(31)21-X1－2唾 四日市市内(14》 神弱2缶Ⅳ-19錨25-V-19識(1伽

曇坂山26-岡-1g諏忽1》 川島醜2-Ⅶ‐塾Ⅸ応～9－1笠”4(15） 西山句4－XⅡ-2，0 西壊部町25-X-1檗

大矢知2伝Ⅳ-1963G8X3”､12-Ⅵ-1961②8X31〕 伊坂ダム12-Ⅶ-1976. 17-X-1976興淘1） 東宮田．下海老W～X1-1962便4）

函浦緑地公園26-掴-19麹31） 海山道町4－V-1987⑱1） 生議町26-昭-1988(31） 泊山公遥23訂-19銅(31） 誼木町念6-Ⅶ-19銅〔31）

釦富神社”-幅-2“9 宮饗峡26－Ⅵ-19銅(18X31)､鰯＝堀-2噸､4-昭-2010 山田町3-W-1”8､･･･28-堀-197”噸1）

長舩神社15-X1－2“ 西山町4-Xm－“10 河恩田町、-1977～Ⅱ-197ぶう海” 泊也公聖鎚-瀞-19“1）

四日市市内(14） 川島町22-Ⅶ-2”3.-名一】－2噸(15） 生桑町26-幅-19画31） 伊堀ダム17－X-197Ⅸ4期1〉

下海老Ⅵ～Xl-1g62(24X31〉 神前9－X1－19鋪(1の 北勢中央公園13-Ⅸ-2噸

海山道神社21-XI－2“9 山癖‘ム25-X-1987(31>､17-Ⅵ-”10’14-昭-19両

伊坂ダム崎-Ⅵ-1975,1生酒-1976(飾鯛1〉 中野町鰯一切-1987q鋤 河原田町W-197X7XB1〉 山田釘3-聯-197己～28-堀-197叙HX細）

四日市市内《14》 川島町22PⅦ-20“～9－1－2“4(15） 山村ダム30-Ⅶ-1977

山村ﾀ‘ム25-X-1987<31).17-Ⅵ-2○1Q30－Ⅶ-1977 川島町22-Ⅶ-2函～9－1－2”4(15） 伊坂ダム12-Ⅷ-1976, 17-X-1976《4X31〕四日市市内(14）

伊坂ダム12－昭-197叙4鵡1） 河原田町XI-1977(7) 川島町22-Ⅶ－2“3～9－1－2”(15）

河恩田町V-1977〔7海1》 密日市市賦14） 川里町2器Ⅶ-2噸へ母－1－2“4(15）

伊坂ダム12-週-1976"X31） 山村ダム2岳X-19g7⑬1)． 14-圃-1”7⑤ 山田町3-Ⅵ-1978--23.Ⅷ-197獣aX31〕 水沢野田町錨-Ⅶ-19認31）

川島”2-Ⅶ-2,駒～9－1－2”“5） 河原田町V､Ⅶ-1977qX31》 垂坂山鯛一胴-19露〔31） 閣謬丘鰹公園10－X－1”7句1）

川島可塑一温一…へ今一］－2”4(15）

宮宴峡23－咽－2噸 四日市市内(1鋤 川島町22-Ⅶ－2”－9－】－2Ⅸ牌〔1駒 釜坂出鋳一遁一19鐸B1》

四日市市内(14） 川昌轆2－Ⅶ－2噸～9－1－…(15）

鈴鹿川緑地公園21-XI－2函 前田町Ⅵ～XI-1962Q4X31）

西坂鄙町2缶函-19…1）

湧池沼沢15-XI－2“ 西山町牛XB－”10 河恩田可晒-1977(7X瓢） 山田町3-Ⅵ-1978～23-堀-19うぷ巍巍）

搭町北23-X-1987G1） 接町西調-X-1987《31）

高松海岸13－Ⅸ-20鱒 吉縄海岸24-X-2噸 鈴鹿川録地公園21－XI－20的河恩田町Ⅶ-1977〔7X31） 楠可1997(37》

四日市市内《14》 川島町翠-Ⅶ-2噸～9－】ぜ“4(15） 水沢野田町 26－Ⅶ-198瓢31） 県Ⅵ～XI-1962<24） 采女町1”7⑬7》

下海老町21-Ⅳ-19鄙7“〉 内塘町2齢Ⅶ-19蝉瓢〉

四日市市内(14）

西村町17-Ⅵ楚010 四日市市内(14） 東富田．前田町Ⅵ～XI-1962〔24)(31》 亦堀21-Ⅸ-1961(39X31〉 楠町1”7(37）

采女町1997⑬7》 西坂部町2矛X-1987⑬1） 水沢野田町溺一Ⅶ-19“(3t）

如富神社2季遍－2” 宮霧岐溌‐Ⅶ-Z“9 山榊‘ム17-Ⅵ-2010 毘沙門天2牛X－2“ 西村町W－Ⅵ-2｡”

河原田町、-1977～Ⅱ－1”Ⅸ7噸1） 川島可塑-Ⅶ-2”3～9－1－2“4《15〕 鋒ケ岳10－Ⅸ-1961(39） 垂坂山26-掴-19”31）

伊坂ダム13－Ⅵ-1975, 12-掴-1976“） 南部丘陵公園10-X-1987<31）

四日市市内(14） 亜窓田Ⅵ～XI-1962(24X31〕 海山道町かV－1”7⑬1》

山辨'ム25－X-1987鱒1)､13-Ⅸ一画麺 四日市市内(1の 御池沼沢26-個-19” 伊坂ダム17-X-197就きX瓢） 毒田14-Ⅵ－1”談33）

毘沙門天24-X-2“ 川島町22-Ⅶ－2“3～9－】－2函(15） 室山、前田町．東宮田Ⅵ～X1-1962《24X31） 西坂部町25－X-1987(31〕

山村ﾀ'ム 17－Ⅵ-2010 西村町17-Ⅵ-2010 西山町4-Xn-2010 山田町3－Ⅵ-1978～23Ⅶ-1978(8) 波木釘26-Ⅶ-19釣〔31）

河犀田町、-1977～ヨー197顎7X31） 大矢河3－Ⅵ-1961<釣X31） 泊山公園2←Ⅳ-19悪31》 神罰25-V－1g露鍵一Ⅵ-19郵狗）

四日市市駅14） 川里唖2－Ⅷ-2函～9－1－2”4(15〉 厳富田．下海老Ⅵ～X1－19唾(24X31） 富田4－Ⅵ－1951(39》.2似蒋-1983〔3秒

伊義ダム13－Ⅳ-7976(31） 芭糧部町25-X-1987(31》 小牧町a-V-19認10）
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193.ヨツボシショウジョウグモ

194.シロスジショウジョウグモ
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202.サツマノミダマシ 宮妻錬4-掴-2010 山様.ム17-Ⅵ-201q3紐凋-1977 昆沙門天4-Ⅶ-2010 水沢野田町 26-Ⅶ-198欲銅）

伊頓ダム13-Ⅵ-1976,1琴Ⅷ-1976<4噸1） 中野可26－Ⅶ-1987<1⑳ 河原田町、-19両～Ⅱ-197甑7X81） 撞木町溺一題-19…1）

四日市市内(1妙 川島町22-粗-2”～9-1-2“4(15） 大矢知Ⅵ～XI-1962《24X31)､12－Ⅳ-1961⑬9海1） 西村町2缶堀-1g8X1仇17-Ⅵ-201o

北勢中央公圃13-Ⅸ-2噸 山田町3－Ⅵ-1978～琴Ⅶ－1幻猷叡31〕

203.へﾘジロオニグモ 伊坂ダム29-鞄-1977(4x31） 山田町8-W-1978~審堀-1鋺誕X31） 宮妻銭26-Ⅵ-1987(18x31） 宮妻町 23－Ⅵ-1gg7③）
東富田．下海老Ⅵ～X1－1g“4x31）

2“・ゲホウグモ 山村ダム14-咽-1977 河恩田町18･咽-1977崎X7X81〕 四日市市内(14） 伊坂ダム14-Ⅶ-1977(31）

205.ズグロオニグモ 四日市市内“ 大矢知､東奮田Ⅵ～X1-1962(2“1） 鍵ケ岳10-Ⅸ-1”“X31） 内電町26-Ⅶ-,9郵31》
XX唖 コモリグモ科(17種）

2”・タイリクミズコモリグモ 四日市市内'O-X-1"9(2｡

207.カガリピコモリグモ 四日市市内30-X-1979(2〔》“）

208.エビチヤコモリグモ 悔町1"7約7》

209.フジｲコモリグモ 水沢野田町23-咽-20C9 四日市市内(14） 111島町22-Ⅷ-2003~9-1-2004(15） 河原田町28-m-1979〔17X35X31） 采女町1997⑬7）
衡町1”7⑬7）

210.ヒノマルコモリグモ 山癖‘ム 17-Ⅵ-2010 河恩田町田-1977～Ⅱ-19ﾌ”X31》 四日市市内(14） 川島可22-Ⅶ-2噸-令1-2"4“） 鎗町“7⑬7）
伊坂ダム12-咽-1”6〔91） 南鄙丘陵公園10･X-1987⑬1）

211.クロココモリグモ 四B市市内《14） 鹿町1997(a7）

212.ﾊﾗｸﾛｺﾓﾘｸﾞﾓ 川島町22-Ⅶ-2“~9-1-2m4〔15) 前田町Ⅵ~x1-1962位4x31)

213.ウヅキコモリグモ 西村町17-Ⅵ趣” 西山町4-XⅡ-20” 屑五嘩塚海岸傘Xn-201･ 伊坂ダム12-咽-1976《4X31“-,-1鈴4(9) 燭旬1靭鱒7〕
河原田町、-1977～ロ-197杖7X81） 四日市市啄1の 川島町2琴Ⅶ－2噸＝令1－2“4(15） 南部丘陵公園1伊X-1”7(31〉 智誘町10-X-1987函》

采女町1997(37） 山村ダム 25－X-19g7(31） 接町西塑一X-1987(31） 東宮田Ⅵ～X】-1962位4X31） 吉崎海騨-V-1987〔31）

214.ヤマハﾘゲコモリグモ 泊山公園4-V-1987駒1）

215､ハリケコモリグモ 水沢野田町2a-Ⅷ-20“ 宮喪岐26-Ⅵ-1987<18x31》.23-Ⅶ-2m"-堀-2010 吉峰海岸2←x-2“ 萄池沼沢1歩xI-2“
中央緑地公園4－V-1987⑬1》 塩浜鈴鹿川左岸4－Xn-麺1

四日市市内(1の 川島町22-Ⅶ-2噸～9－1－2”(15） 内堀町26－Ⅶ-19銅(31） 山村ﾀ′ム25－X-1987(31>､17-Ⅵ-2m”0-Ⅷ-1977

西村町25-X-1987〔31)､5-V-1987qO”7-Ⅵ-2，0 桜町西23-X-1987砲1》 桜町北溺-X-19g7(31） 垂坂山鎚-個-19銘(息1》

生擢町26-堀-19”31） 泊11後距28-Ⅳ-198叙81） 伊坂ダム18-W-1976, 12-Ⅷ-1976(4XB1）

216.キクヅキコモリグモ 水沢野田町28-羽-2009 倒池沼沢15-x1-2噸 西村町25-x1987(311-17-w-2olo 西山町4-xn-2olo 搭町北麺-x-1987町》
伊種ダム17-X-1976(4X81〉 四日市市内(14） 川島町22=堀-2C“～9-1-2”4(15〉 西坂部町25-X-1987(31） 桜町西溺一X－1蝿7(31）

南五味塚海岸4-Xn-2010

217.キシペコモリグモ 宮妻岐誌-Ⅵ-1937(1“1〕

218.クラークｺモリグモ 宮宴峡溺-Ⅵ-1987(19X31)､4-咽-2010 億町1997“》 曹山町4PXⅡ芝01。 河原田町19-咽-1"4⑲噸'） 中野町函-評-1"x31）
四日市市内〈14） 山田町3-Ⅵ-1978～銅-Ⅶ-197噸Xal〉 接町北電-X-19g7⑬1） 中央緑地公園4－V-1987(31）

219.イモコモリグモ 山村ダム17－Ⅵ-2010 西村町17-Ⅵ-2010 伊壌ダム17-X-1976<の 河原田町、-1977～､-1鯛試7澱
山田町3-羽-19泊～28-曙-197…1）

220.チピコモリグモ 、水沢野田町”‐掴-2虹晦 山”ム17-Ⅵ-麺103咳鬮-19万 西柱町T7-Ⅵ-2010 伊坂ダム29-砲-1977（4） 四日市市識4）
宮妻峡26-Ⅵ-1987(18噸1〕 川島町錘一Ⅶ-2噸～9－

221.キバラコモリグモ 伊壌ダム17-X-1976(4X31） 西村町25-X-1987<31〕 桜町西23-X-1987<31） 桜町北23-X-1987(31）

222.ナミコモリグモ 宮妻妓配-明-198ﾌ(18》“）

文文Ⅳ キシダグモ科《4種）

223.アオグロハシリグモ 宮妻峡4-旧-2010 川風町22-Ⅶ-2“~9-1-2"4(15）

224.スジアカハシリグモ 宮妻峡23-咽-2噸

225.イオウイロハシリグモ 麓冨神社23-幅-2噸 水沢野田町26-咽-19鍬31)‘23-粗-"鱒 四日市市内〈14》高継海岸13-Ⅸ-2噸 蟄瑳公園15-X1-2噸

北努中央公圏13-Ⅸ－2噸毘沙門天24-X－2“ 泊山公圃2審、-1錘(31羽-X1-2”西山町午Xn-2010 閏漣碧沢15-X1－2“

波木町26-朔-198甑31） 西坂部町25-X-1987(31） 河原田町Ⅲ-19万～Ⅱ-1978(7X81） 山榊‘ム溺一X-1”X31).13-Ⅸ-2“517-Ⅵ-2010

山田町3-W-1978～28-Ⅶ-197甑蛎1） 神前20-Ⅳ-1986.19-X-1986〔10） 川島町22-Ⅶ‐…～9-1-2”4(15》 宮翌岐鰯-爾一麺的AP･掴-2010

大矢知15-Ⅵ-1963噸X31). 11－W-1961(8”1） 大矢知．下海老Ⅵ～XI-1962<24X81》 西村町25-X－1”7(81》5－V-1987q鉱17-潮-麺10

南部丘陵公園お＝朔-1“息1)21-X】－2噸 伊坂ダム12－翻－1”な、 17-X－1g7獄4X31〕 東寄田W～XI－1鯛2鰹4X鄙1）

226.アズマキシダグモ 加冨神社23-Ⅷ-2"9 高松海津13-Ⅸ-2噸 山村ﾀ'ム25-x-1987(31113-Ⅸ-20鱒 北勢中央公園13-Ⅸ-2函

西村町17-Ⅵ-”10 伊墳ダム29－Ⅶ-1977(4池1)25-Ⅶ-1984⑲） 四日市市内(14） 山田砿-咽-1978-忽ケ稲-197顕）

河原田町m-1g7X7） I11認町2冬Ⅶ-…～9－1－2”〔15〉 西坂部町25-X－19g7⑬1） 宮霊峡26－Ⅵ-1”X1”1） 踊薯腰澗-19錆“〕

南譲丘陵公廼↑ひX-1987⑬1） 鈴鹿川緑地公園麺-X1－2”

Xxv ササグモ科(2種）
227．クリチヤササグモ 川島町遜一Ⅶ-2噸~9-1-2"4(15〉

228.ササグモ 趣冨神社23-洞-2函 水沢野田町26-Ⅶ-198叡31》23-胴-2函 高磁海津13-Ⅸ-… 山癖‘ﾑ13-Ⅸ-…17-Ⅵ-2m｡

北勢中央公園1訣以-2蝉毘沙門天24-X=… 垂坂公園15-XI－… 弾池沼沢15-X】一… 長殿神社1缶X1－2函

海山道神社21-X1－2函日永中央緑地牛V-198ﾌ《31)21-XI－2唾 伊坂ダム13-Ⅵ-1976.12-昭-197試4噸1） 泊山公園28-Ⅳ-19…1）

河原田町、-1977～、-197猷7X31） 波木町26－Ⅶ-19麺31） 小牧町守v-19麺1の 西頓部町25-X-1987(31） 官田5－Ⅵ引妬1⑬9）

神煎2伝Ⅳ-19餌.19-X-19鯛(10〉 四日市市内(14） 川島町22-堀-2噸～9-1-2岬(15噸1〉 画鮒緑地公園26－咽-19鍼31)､13-Ⅸ-…

山田町3-班-1978～2かⅦ-197ⅨaX31） 山村ダム25-X－19g7⑬1期牛昭-19”14-Ⅷ-1977 垂坂山2伝堀-19…1） 内堀町鎚一調-19…1）

南都丘陵公園輪-Ⅶ-19画81)21-X1－麺〔画 西村町5-V-1987(10),17-W-”10 前田町、東宮田Ⅵ～XI－1鯛2唾翰 采女町1997(37）

XXⅥ シポグモ科(1種）

229.シボグモ 水沢野田町28-咽-20” 宮妻鹸26-Ⅵ-1987(1鋤G1).4-贈-"10 四B市市内(14） 長船神社15-X1-2函 西山町牛xz-2”

河簸田町、-1厚77～ロ-19減7噸1） 山田町3-w-1g7a-28-Ⅶ-19ﾌ“31） 川島町22-Ⅶ．を“～9－1－2“4(15） 生猫町26-砲-19”B1〉

大矢知28-国-19鈎穂8） 捕町1”7⑬7） 西村町25-X-1g87“） 宮麥町銅-Ⅵ-1987轍1） 曇塩山26－個-1…81）

伊坂ダム13-Ⅶ-1976,12－昭-19ﾌ6⑬1） 山村ダム25－X-1987(31)､18-Ⅸ－2“.17-Ⅵ-2010 内堀町26－Ⅶ-19函81） 泊山公園2琴Ⅳ-19…1）

XX画 タナグモ科〈3種）

230.クサグモ 趣雷神社霊-咽-2唾 生恥町26-Ⅶ-19麹31） 北鋒中央公函13-Ⅸ-2噸 伊坂ダム12-Ⅷ-1976(4X3n調-W-1麺〔1⑳

山之一色町21－Ⅳ-1”7⑬1〕 河原田町Ⅳ.V-1977(ﾌX31〉 山田砿一澗-1978～28-Ⅶ-197訊諏31） 波木町26-羽-19…1〕

－23‐



川島9122-Ⅶ-2〔“～9－1－2”4(15》 宮妻岐牛X－1”7偽1)2か掴-2噸.牛Ⅶ-2010 富田19－Ⅵ－1”1(39） 宮妻町 23Ⅵ-1987<31）

山村ダム25－X-1987<3111牛飼－1”7,1牛砺-1977 前田町Ⅵ～XI－19唾(2報31） 西坂罰可25-X-198X31） 海山遣町4－V－1987⑬1〕

水沢野田町26－週-19群郡〉 南認丘露払鴎10-X-19g7約1〉 中野町26－Ⅶ-1987(1② 四日市市内(14）

231.コクサグモ 泊山公理28-Ⅳ-19鑓(31） 宮婁竣26-Ⅵ-1987(18X31).23-Ⅶ-2cc9.4-Ⅷ-2010 高舩海岸13-Ⅸ-2唖 采女可1997(37）

毘沙門天2年X-2“9．一V目‐”10 吉鍔湾岸24-X-2函 垂坂公園15-X1－2噸 宮妻町 28－Ⅵ-19幻〈31〕 西山町牛Xp-2010

河原田町画一1977～ロ-197ぶうX31） 山田恥-Ⅵ-1978～28-堀-197“31） 川島町22-堀-2噸～9－1－2”4(15》 内溜町26-Ⅶ-19錘訓j

波木町26－Ⅶ-19錘31） 霞田町Ⅵ～X1-1962位4X31） 俸雲ダム12-Ⅷ-1976. 17-X-1976《4X31） 四日市市内○4） 廃町1997⑬7）

西坂部町25-X-1987“） 山村ﾀ'ム空‐X-1987(31117-Ⅵ-2m0.30-堀-1”7 西村町空一X－1987⑬1).17-Ⅵ-201鰹5-X－1987

水沢野田町26-Ⅶ-19麺31》23-掴－2“ 薮ケ浦録地公園26－個-19認31M3－Ⅸ-2mg 生桑町26－Ⅶ-19露(31》

232.イエタナグモ 四B市市内(14） 富田9-Ⅶ-1"1.26-X-1961“）

XX唖 ナミハグモ科(1種）

2鍋.カチドキナミハグモ 山村ダム14-Ⅶ-1977

XX灰 ウシオグモ科(1種）

234.クロガケジグモ 瑚冨神社23-個-20” 毘沙門天4-掴-2010 垂垣公理15-xI-2"9 鐸池沼沢15-x1-2"9 長船神社15-xI－2"9
海山道神社21－XI－2函日永中央識地21-X1－2函南謡丘凌公園21-XI－20C9 廟五蒜霞海岸4－Xn－2mO 西村町17-Ⅵ-2010

四日市市内(14） 四日市市川島町22-堀－2”3～9－1－2”4(15〕

XXX ハタケグモ科(2種）

235.ハタケグモ 河醸田町、-1977～ﾛ-197甑7x31） 廼妻峡26-Ⅵ-1987<1鋤(31》 富要町 28-Ⅵ-1987《31）

麓8.ヤマハタケグモ 富妻岐'一Ⅸ-1997 四日市市慰”

XXXI ハグモ科(4種）

237.コタナグモ 四日市市内('4）

238.ネコハグモ 水沢野田町23-Ⅶ-2C” 高松海岸13-Ⅸ-2｡” 海山通神社21-X1-2噸 四日市市内《14） 川里町空-Ⅶ-2"3~9-1-2"4(15》
東富田．前田町Ⅵ～X1-1962(24X31》 生桑町 26-Ⅷ-19麺説〕

239.ヒナハグモ 山村ﾀ･ム 】3-Ⅸ-2"9.17-W-"'0 北勢中央公園洞-Ⅸ-2噸 山城可g-x-'” 御地沼択,9－Xl-2"9

240.カレハグモ 宮妻峡23-咽-20” 山村ﾀ'ム1?-Ⅵ-2010.1牛胴-197フ 長船神社15-X1-2噸 水沢野田町26-洞-1"8

四日市市内〈14） 川島町22-閲-2噸～9－1－2“4〔15） 伊壌ダム29-Ⅶ-19両〔4期3－Ⅵ-1976偽1） 内堀町26－Ⅶ-198麹”

xXXⅢ ガケジグモ科(6種）

241.ウスイロヤチグモ 笠生町15-,-19” 河原田町Ⅲ-1977〔7X31） 宮妻域11-Xn-1988<31》

242.力ﾐガタヤチグモ 泊山公園9-XI-2"9 河原田町Ⅲ-1977～ﾛ-197”x31） 川島町22-Ⅶ-2"3~9-1-2"4(15） 山村ダム 25-X-1987町）

2樋.シモフリヤチグモ 南部丘睡公園21-XI-2009西山可4-XⅡ-2010 宮妻鹸11-XⅡ-19鑓⑬1） 前田町Ⅵ～XI-1962(2”1〉 四日市市内《14）
泊山公圃28－Ⅳ-19画31）

2“.メガネヤチグモ 畏鮒神社'5-xl－2“！ 海山道神社2'一x】･を"9 四B市市内〔'鋤 駒田町砺～xj－19鍵笹4x芯'） 海山適町牛v-'937<31〕
245.ヤマヤチグモ 宮要峡11-Xp-1988崎1》 山齢'ム18-Ⅸ-2噸 毘沙門天牛瓶-2010 河恩田町鞄-1977ヮX31） 泊山仏画28-"-19認31）

川風町22-Ⅷ-2噸～坐1－2蝿(15）

246.ヒメヤマヤチヴモ 四日市市内《'4》

XXX画 ヤマトガケジグモ科(1")

247.ヤマトガケジグモ 河原田町寵-1977(6X31） 四B市市内〔14）

XXXⅣ ツチフクログモ科(4")

248.アシナガコマチグモ 趣雷神社露-VZ-麺9 水沢野田罰23-個-2唖 北勢中央公園13-Ⅸ-2C“ 里沙門天4-個-201｡ 小牧句ケV-1988《1⑳

河顕田町画一1”7～ロ-197甑7X訓） 山田轆一噺-1g7B-2か堀-197漂跡(鋼） 神詞を器湛-19鯛g－X】-19坊(1的 四日市市蔀1⑲

川島町10-X-1”7⑬1） 西村町25-X-1987(31） 山村ダム25－X-1937句1加苧咽-1977.14-泊-1977 西坂部町25-X-1g87(31）

生無町26－掴-19麺31） 伊坂ダム13-Ⅵ-1976,12-咽-1976“鞠1）

249.力バキコマチグモ 水沢秀田町”-沼-超"9 西坂鄙町25-X-1”⑬1》 北努中央公圏崎-Ⅸ-2“ 前田町Ⅵ～x1-1962(を4x31） 伊坂ダム17－x-1976偽》
河悪田町、-1977～ロ-197狐7池1》 四日市市内(”》 宮宴竣26-Ⅵ－1”7(18X31》 山村ﾀ･ム25-X-19g7《3”13-Ⅸ-2噸14-函-19両

250.ヤマトｺマチグモ 四B市市内(14） 川島可22-堀-2噸~9-1-2"4(15） 伊鰻ダム 17-x-1975(31） 前田町､下海老W～XI-1962(24X31）宮田6－Ⅸ-1”“）
251.ヤサコマチグモ 四日市市内(14》 川島町22-Ⅶ宅聴~9-1-2"4(15） 繭田町27-Ⅵ-1962(24x31）

XXXV イヅツグモ科(1")

252.イヅツグモ 宮姿峡溺-週-2噸 波木司舞獅-19巽的'》 霊沙門天2年x-2噸 廟謬丘謹公翻27-x1-忽噸西山町4-xn-",o
伊坂ダム17－X-1976<4X31） 川島町22-Ⅶ－2”3～9-1-2”4<15》 山村ダム25-X-1”7(31).17-Ⅵ-2010.1牛Ⅶ－1w7

X文文Ⅵ ウエムラグモ科(1種）

253.イタチグモ 認冨神社鋼-掴-2噸 山村ﾀ･ム13-Ⅸ-2噸.17-Ⅵ-2010 毘沙門天24-x-2噸垂坂公園喝-x】-2噸 畏鮒神社,5-x1-2噸
西村町17－Ⅵ-2010 河康田町Ⅲ－1⑨ﾌﾌｰ、－1切駄7X説》 山田可3-Ⅵ－1979寺･2かⅦ－1”“(81〕 垂塩山鋪-圃一19麺31）

川島町魂-Ⅶ-20”～9-1-2“4(15） 四日市市内(14） 宮要峡26－羽-1987(18X31〉 海山遭町4－V-1”7⑬1） 渡木町26-Ⅶ-19鑓(31）

董生町15-Ⅱ-1988(31〉 平津町 19－Ⅸ-19銅(31） 東坂部町22-Ⅱ-1987⑬1） 伊坂ダム12-堀-1976. 17-X-1976(4X31〉

xXX函 フクログモ科(12")

254.バンドウフクログモ 川島町22-Ⅶ-2噸~9-1-20"(”

255.マダラフクログモ 海山過神社21-xI-2009 鈴鹿jI降地公園21-xI-2"9南部丘澄公園21-x1-2函日永中央緑地21-x】-20c9 選坂公園15-x1-2噸
256.ミチﾉクフクログモ 山村ダム ↑7-Ⅵ-2010 水沢野田町26-昭-19”

257.イナフクログモ 宮霧峡26-Ⅵ-19銅(1aX31)､23-咽-2噸 水沢野田町26-Ⅷ-1968 山田町3-Ⅵ-1978F･･28-咽-1973(8X31） 富霊町 2かW-19諏卿）
川島町鯉-Ⅶ-2003～9－】－2”4〔15） 山村ダムSO-Ⅷ-1977 嬢町西23－X-1987鯰1》 桜可北23-X-1”7《81）

伊坂ダム13－Ⅵ-1976, 12-堀-1幻飢4X31〕

258.ヤマトﾌクログモ 長船神社15-xI－2"9 鈴鹿川織地公園21-xI-2co9 河票田町xn-1977(7) 宮妻峡29-V-19"(10） 西村町25-x-19説⑬1）
川凰轆2-Ⅶ-2”3～9－1－2”4<15） 伊墳ダム1s一切-1976. 1参蝿-1976⑬1） 山村ダム 2歩X-1”7<31）

259.ハマキフクログモ 山村ダム”Ⅶ-1977 河原田町Xn-1”｡》 大矢知､東富田Ⅵ～XJ-1962(24X＄1） 大矢知15-Ⅸ-1"1“：鐘塩山弱-掴-19””
西村町2ケX-1987《31） 西狼部町25－X-1987(31） 霞ケ浦認地公亜26-昭-1988<31）

260.ヤハズフクログモ 山村ダム25-x-1987⑬1).17-Ⅵ-201｡ 山田醜-Ⅵ-1978~28-Ⅷ-197甑8x31） 川島町22-Ⅶ-2co3~少】-2004(15） 河原田町v､Ⅸ-19万〔7x31）
宮要峨29－Ⅳ-1987‘26-Ⅵ-1987(31〕 四日市市内(1鋤 殻ケ鴻録地公團溺-掴-1988<訓） 水沢野田町 26-Ⅶ-198駁31）

261．ヒメフクログモ 翻池沼沢15-xI-2唖 内堀町26-Ⅶ-1988<31） 桜町西23-x-1987 四B市市啄1鋤
262.クロサワフクログモ 埜坂公園15-xI-2”

－24－



263.マイｺフクログモ 四日市市内(14）

264.ムナアカフクログモ 鐵鴻縁地公園13-Ⅸ-2"9昆沙門天2今X-2“ 垂坂公園15-XI－2函 匿泡沼沢15-X1-2函 西村町17-Ⅵ-2010

西山可生Xn-2○10 山村ダム25-X-19g7⑬113咳租-1鯛7 山田町3-Ⅵ-1”さ~28-咽-19ﾌ猷鍬説） 波木町28－Ⅶ-19認31）

小牧町29-Ⅸ-1987〔10） 宮妻岐詣一Ⅵ-1987(18X31)､1－X1－198ﾌ〔10） 四日市市内《1の lⅡ邑醜2－Ⅶ－

海山道町牛V-1987(31） 河黒田可圃-19万～、-197猷7X31》

265.ヤギﾇマフクログモ 川島町22-Ⅶ-2噸~9-1-2蝿('5）

XXX函 ネコグモ科(6種）

266.オトヒメグモ 飼冨神社23-Ⅷ-2“ 河原田町Ⅲ-1977～､-1978〈7X31〉 四日市市内〔14） 川島町22-Ⅶ-を"3~9-1-2"4(15》 内堀町溺-Ⅶ-1988(31）

伊坂ダム3－X1-2唾(28） 下海老町21-Ⅳ-1987<31） 東坂部町22-,-1987⑬1） 中央録地公園4－V-1987<31》 泊山公園”-Ⅳ-19趣31〉

267.コムラウラシマグモ 竃浜鈴鹿川左岸午xⅡ-2010四日市市内(14） 川島町22-Ⅶ-2m3~9-1-2"4“） 生桑町鐙-掴-19鑓〔31） 小牧町8-x】-1"7《27）
288.キレオビウラシマグモ 日永中央嘩地21-XI-"鱒宮妻鎮1-Ⅸ-1” 四日市市内《14） 川里町を2-Ⅶ-Z“~9-1-2"4(15）

269､ウラシマグモ 昆沙門天24-x-2m9 宮妻竣26-Ⅵ-1987(1鍬31》 宮要可溶Ⅵ-1987砲1） 海山遁町牛v-1987⑬1） 宝生町15-,-19鑓“）

270.ヤバネウラシマグモ 宮妻峡4-咽-2010 山村ダム野Ⅶ-197フ 河原田町風-1977～Ⅱ-1978〔7x31） 四日市市内(14） 汲木可26-Ⅶ-1…31）
271.ネコグモ 翻雷神社23-咽-2噸 水沢野田町23-掴-2噸 宮要鎮23-Ⅷ-2噸.4-幅-2,0 鐵濯録地公園26-咽-19錘3加3-Ⅸ-2噸

北勢中央公園13－Ⅸ-2哩毘沙門天翠-X－2“ 垂坂公園15-XI－2” 園地沼沢15-Xl－2“ 畏朗神社15-X1－…

海山道神社21-XI－2〔“ 日永中央緑地21－XI－2函雨部丘震公園21-X1－2噸西山町牛Xn毛m0 墨坂出26－朔-19麹緬）

海山逼町牛V-1987⑬1） 山田町3-Ⅵ-1978～2かⅦ-197“31） 四日申市内(1の 川島町1炉X-1987(31122-Ⅶ－2噸へ,堅1－“4(15）

西坂部町25-X-1987(31） 河黒田町田-1”7～Ⅱ-1978(7噸1〕 伊坂ダム13－Ⅵ-1976,12-個-1976(4X31） 泊山公函23Ⅳ-19”31）

山村虫‘ム 1ﾌｰⅥ‐”10.14-掴-1977

XX文政 ワシグモ科(11種）

272.チヤクロワシグモ 河原田町Ⅲ-1977～Ⅱ-1978(7）

273.ムナキワシグモ 内堀町26-Ⅶ-19“ 閥町1”鱒7）

274.トラフワシグモ 吉鶴海岸24-x-2” 西山町4-xn-2010 河恩田町、-19万～Ⅱ-197”xf

275.力ワラメキリグモ 四B市市内7-W-'鯛g('2x19x31）

276.メキリグモ 伊鰻ダム13-Ⅵ-1976(4x31).v-19鍵⑨ 河原田町18-Ⅶ-1977《6x7x31） 箇町1”7⑬7）

277.ﾔﾏﾄﾌトバワシグモ 西山町4-XⅡ-2010

278.ナミトンビグモ 川里町浬-Ⅶ-2“~9-1-忽“”

279.ホシジロトンピグモ 山田町3-Ⅵ-1978~28-Ⅶ-197瓢蝿1》

280.マエトビケムリグモ 河原田町v,X1-1977(7x31） 四日市市内9-咽-1"9(13） 四日市市内〈14）

281.カバｷケムリグモ 四日市市内(14》

282.クロチヤケムリグモ 宮妻峡4-粗-2010 河顛田町v､X-197”x31》 川島町22-Ⅶ-2噸~9-1-2"4“〕

アワセグモ科(1種）文叉文文

283.アワセグモ 四日市市内('4） 東宮田Ⅵ～xl－1妬泣4x31）

XXXXI アシダカグモ科(2種）

284.アシダカグモ 四B市市内(14） 宮窪銭鯖-斑-1997(18X説） 前田町羽～XI－“2(2輪1》 琶田諺Ⅳ-19鋪《”
285.ｺｱｼダｶｸﾞﾓ 函雷神社鰯-Ⅷ-2噸 宮妻峡2念一過-19"<13X31〕､4房経2010 四B市市属

東富田Ⅵ～X1－1g鐘《24X31） 小牧町3-XJ－1”7(27） 伊積ダム13－Ⅵ-1976,12-粗-1”Ⅸ4X31〕 山村ダム25－X-19g7“114-掴－1977

宮妻町 28-Ⅵ-1987⑱1〕 西坂謬町2ヶX-1987“）

XXXXⅢ エピグモ科〈g種）

2“・コガネエビグモ 内電町溺-Ⅶ-19麺埋x31）

287.キンイロエピグモ 北鍔中央公園13-Ⅸ-2"9 海山道神社21-X1-2噸 河恩田町田-19刀～､-197Ⅸ刀山田町3-Ⅵ-1978~28-胴-197叡鋤蟄坂山26-咽-19画31》

中央緑地公園牛V-19gX31） 西坂部町25-X-19g7(31） 餓ｹ浦緑地公園26-咽-19鑓【31） 山村ダム 25－X-1987〔31） 四日市市内(14）

288.シロエビグモ 内堀町溺-Ⅶ-19“1） 東宮田咽～x1-1962鯉4x31》

289.キエピグモ 宮妻峡28-Ⅷ-2噸

290.キハダエビグモ 加惑神社28-咽-2〔“ 薄地沼沢15-X1.2"9 山田醜-Ⅵ-1978~28-Ⅶ-1978(2X31） 大矢周Ⅵ～XI-19鑓(24噸1〕
山村ダム 25-X-1987<31） 四日市市内q4）

291.アサヒエビグモ 調諏神社鍋-Ⅷ-2"9 水沢野田町26-Ⅶ-198Ⅸ31>23-掴-2” 宮麥峡26-W-1987(18〕鞄1)､頚-旧-20鱒 商松海岸18-Ⅸ-…

海山道町争V-1”7⑬1） 北鶴中央公國1渉蕊-2噸 昆沙門天24-X-…A戸Ⅷ-2｡10 塩山公麺9-X1－2噸 釜塘公園13．XI－率

御地沼沢1歩XI－2” 畏魁神社1ヶX1－2噸 鈴鹿川緑地公園21－X1－2噸海山遵神社21－X1-2噸 雷田2－V-19嗣(38〉

庵部丘陵公園26-咽-19”(31浬1－XI－2函伊坂ダム13-Ⅵ-1976.17-X-1976(4X31） 河顧田町、-1977～Ⅱ-197節X31） 四日市市内(1の

山田町3-W-19泊～28-Ⅶ-197癖31〕 神荊2鯵Ⅳ-19鋪25-V－1錨(1⑳ 水沢頚一V-1ggX1m 閲町19gXB7）

川且町6－Ⅳ－1”7“122-Ⅶ－2唖～9-1-2“4(15） 前田町Ⅵ～XI－1”2(24噸1） 宮妻町鍾-Ⅵ－1”7“》 望墳山26-湿一1…1）

山村ダム25-X-1987⑬1118-Ⅸ-2“3伝Ⅶ-19丁7 西坂部町25－X-1987⑬1） 日永中央緑地21-XI－2函西山町←XⅡ‐”10

西村町25-X-1987⑬1).17-班-2010 価ケ浦織地公園鯛一Ⅶ-19趣31113-Ⅸ-2噸

292.ヤドカリグモ 水沢野田町”-Ⅶ-2噸 高懸海岸13-Ⅸ-2函 吉崎海岸24-X-2"9 圃池洽涙15-x1-2噸 伊坂ダム雲-鞄-197X心
”浦緑地公璽鰯-田-19”31）

293.ﾔﾏﾄヤドカリグモ 西山町4-Xn-2010 川島町22-Ⅶ-2噸~9-1-2"4〔15）

294.シヤコグモ 宮妻映26-Ⅵ-1987(18x31)､23-Ⅷ-2009.4-昭-2010 毘沙門天24-x-2009A-昭-2010 泊山公園9-xI-2"9 塁坂公園15-xl-2“
長船神社1研X1-2噸 霊坂山26-粗-19”31〉 西村町17-Ⅵ-2010 西山町←XⅡ-”10 伊坂ジム13-Ⅵ－1”6砂

山田町3-Ⅵ-1978-,.28-Ⅶ-197銅誠） 四日市市甑14） 川息町6－Ⅳ-19s7(311浬戸Ⅶ=…へ令一1－2”4q鋤 議木町舞Ⅶ-193錨1）

山村ﾀ・ム13－Ⅸ-2噸.17-Ⅵ-2010 傭町1997伯7） 水沢野田町 26－Ⅶ-19函31） 西坂部町25－X-1987⑬1〕 富饗町 28-Ⅵ-1蝉87“》

南部丘睡公園10-X-198瓢81浬1-X1－2噸 伊坂ダム12-Ⅷ-1976. 17-X-1976《4噸1》

XXXX函カニグモ科〈18種）

認5.キハダカニグモ 日永中央緑地21-X1－…伊稜ダム17-X-1976"XB” 山田町3-Ⅵ-1"8~28-Ⅶ-'97叙鋤 四日市市内(” 海山透町今V-19"《B1》
宮妻峡2争Ⅵ-1”7《31〕 東奮田Ⅵ～XI-1962《24噸1》

296.コカニグモ 川風町22-Ⅶ-2噸~9-1-2"4〔1駒

297.コハナグモ 言妻峡26-Ⅵ-1987《18X31)､23-超-忽噸 開町19"("） 西山町4戸Xn-2010 神罰”-Ⅳ-19”10） 宮薮町 28-Ⅵ-1997鰯1）

四日市市内(14） 川島町22-堀-2唖～歩1－2”4(15） 毘沙門天24－X-2噸 伊坂ダム12－題-19ﾌ6． 17－X-197敏31）

298.クマダハナグモ 宮要峡鍾-咽-鋤” 川島”蚤堀-2噸･-9-】-2"4(15》

-ﾌ5‐



299.ハナグモ 水沢野田町26-Ⅶ-19記(31)"-繭-2噸 四B市市啄14） 高松海津13-Ⅸ-2"9 山榊.ム13-Ⅸ-2噸.17-Ⅵ-"10 西山笥年Xn-2C10

吉誇海岸4-V-1987鱈1浬4-X－2“ 閲町1”池7） 鈴鹿川緑地公園21-XI－2“9 宮妻殿濁一電-2” 果女可199茨37）

御池沼涙15-X1－2噸 南五味軍海岸牛XⅡ=2鯛0 河原田町璽一1977～ロ-197甑7池1》 山田町3-Ⅵ-1978戸-23-菌-池7顧急X鋼》

神前2かⅣ-19髄g－X1－1g鋪(1m 内溢町26-咽-19鯛(31） 川島醜2-Ⅶ-2”3～9-1-2”(15） 西村勤29-Ⅳ-1987(1碗17-Ⅶ-2010

前田町．東富田.大矢知Ⅵ～XI－1“2Q4X31） 伊坂ダム12-咽-1976, 17-X-1976<4： 南部丘唆公園26－Ⅶ-13”31)‘21-X］－2”

北勢中央公園13－Ⅸ-2噸宮田2－V-19“､ 14-明-1963(銅）

3”､アシナガカニグモ 西山町4-xn-"'0

301.アマギエビスグモ 閨池沼沢15-XI-2009 宮要罐6-Ⅵ-1”(18>､1-X1-1987q唾29-V-1987 宮要町 28-Ⅵ-19師(31〉

302.ワカバグモ 釦苗神社23-咽-2噸 水沢野田町26-Ⅶ-1988〔31噸-羽-2"9 富妻鹸26-Ⅵ-1987《18x31).4-Ⅷ-2010 西山町学Xn-2010

毘沙門天24-X-2“9 御地沼沢15-X1－2噸 南部丘陵公園26-Ⅶ-1988(31)21-XI－2“ 山田町3－Ⅵ-1978～28-Ⅶ-池7甑9)鍵1）

河原田町、-1977～E-1978《7期1） 四日市市内(柳 水沢24-V-19gX10） 小牧町鱒-Ⅸ-19観蒔-V-19鈎鞄鋤

神前2匪w-19弱‘19-X－19弱(10） 川島醜2－羽-2”8～9-1-2”4(15》 下海老Ⅵ～X1-1962吃4X31） 波木匂28－堀-19銅(31）

西村町25-X-1987“） 西坂部町25-X-1987億1） 宮妻町 28-Ⅵ-1987個1） 北勢中央公園13-Ⅸ-20“

山村ダム1牛昭-1977,14-咽-1977 伊坂ダム13－Ⅵ-1975, 12-粗-19ﾌ6(4X31〉

麺.マツモI封･チバカニグモ 出癖･ム17-羽-2.10 日永中央録憩21-XI-2"9 西村町17-Ⅵ-2010

304.ニツポンオチバｶニグモ 小牧町3-X1-,997“） 伊坂ダム3-XI-2Ⅸ庖勉8） 山城町接神社'5-Ⅱ-2"3Q8） 平津町八特神社'4-Ⅱ-2"3吃鋤宝生町'5-n-19調(”

305.アズチグモ 水沢野田町26-Ⅶ-19詞(3”3-Ⅷ-2"9 四日市竈内(1の 北勢中央公園13-Ⅸ-2噸 毘沙門天24-X-2噸牟砺-2010

騨池沼沢15-X1－2”9 長船神社15-X1－2” 海山道神牡21－X】－2C鱒 日永中央箆地21-X1－2函 護木釘誼一掴-19画31）

河原田可砿X,X1-1977〔7噸1） 山田町3-羽-1978～23-沼-197瓢B”1） 采女町1”7⑬7） 登坂山26-掴-1g騨姉1〉

川島町22-Ⅶ-2”3～牙1－2“4(15） 山村ダム25-X-1987(S1剛3-Ⅸ-2“､17-Ⅵ-2010 伊塘ダム13－Ⅵ-1976.12-繭-1976<4銅1〕

泊山公園28-Ⅳ-19麺31） 南部丘陵公園21－XI－2“ 東富田Ⅵ～XI-1962(24X31） 垂坂公園15-XI－2“9

306.トラフカニグモ 宮謹峡”-梱-2"9.4-胴-2口10 泊山公園9-XI-2"9 垂調公園15-X1-20鱒 伊坂ダム29-Ⅶ-1977” 泊山公璽28=Ⅳ-19”31）

山村ダム25－X-1987《81”4-咽-1977 河恩田町、-1977～Ⅱ-197甑7X31） 山田町3-Ⅵ-1978-‘2渉羽-197趣31）

307.セマルトラフカニグモ 山榊‘ム 13-Ⅸ-2"9 曇坂公園I5-X1-20的 四日市市“4） 川里町22-朔-2《X巧~9-1-2CO4(15） 采女町19””

波木町26-羽-1988(31）

308.ヤミイロカニグモ 加雷神社盤-Ⅷ-20鱒 水沢野田町26-Ⅶ-1988(3”3-昭-2噸 宮妻峡26-Ⅵ-1987〔18)〔31)､23-掴-2噸.4-昭-2010

長船神社15-XI－20鱒 鈴鹿川緑地公園21－XI－2C” 室山町Ⅵ～X】－1“2⑬1） 楠町1997(協う） 西山町4－Xヨー芝､l●

鍾浜鈴塑川左岸4-Xn－2010河慰田町、-1977～ル1978〔7X81》 山田珈一Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197Ⅸ8x31》 搭町西23-X-1鯛7“）

川島可22-堀-2003～9-1-2”4(15） 四日市市内(14） 山村ダム13-Ⅸ-2“9‘17-Ⅵ-2010 室山Ⅵ～XI－196瓢24） 采女町1997⑬7）

中央緑地公圃4－V-1987(31）内堀町26-Ⅶ=198叙31） 穣町北23－X-1987“》 栗坂郡町22－Ⅱ-1987鱒1） 西坂部町25-X-1937⑬1j

宮妻町 2か斑-1987“） 垂塩山26－Ⅶ-19麺31》 諭浦録地公園蛎一鞄-19駒(31） 南部丘控公園25－Ⅶ-19麺31浬1-XI－20鱒

北勢中央公函13－Ⅸ-2“西村町Z5-X-1987(31).17-Ⅵ-“” 伊頓ダム12－爾-1”6, 17-X－1gﾌ6《‘lX31〕

309.クロボシカニグモ 山村ダム14-咽-1977《31） 東奮田Ⅵ～XI-1962“X31） 伊坂ダム12-Ⅷ-1976(31》

310.チシマカニグモ 翻池沼沢'5-xI－2“ 四日市市内('4）

311.ゾウシキカニグモ 御漣沼沢'5-xl-郵鵡 伊坂ダム釣-堀-1977” 山村ダム鋤一切-'9ﾌ7 四日市市内〈1⑩ 川島司鍵-洞-2"9~9-1-色"‘(浦〕
前田奇Ⅵ～XI－19鑓《24X罰》

312.ヨコフカニグモ 南五味塚海岸4-Xn－2010

XXXXⅣハエトリグモ科〈40種）

313､マツモトハエﾄリ 山辨'ム17-W-2010 川島醜2-湖-2"3~9-】-2"4(15）

314.ネコハエトリ 水沢野田町鱒-調-2畑泊 富霧岐洩-沼-2fx簿.4-V因-"” 采女可’"7“〉 高継湾岸13-Ⅸ-2K銅 侭町“7鱒7）

北鍔中央公園13-Ⅸ－2“9 毘沙門天24-X－2”9 吉鍔海岸24-X-20” 泊山公唖9-XI－2C“ 垂坂公國15-X1－忽噂

御地沼沢15-X1－2噸 畏船神社15-XI－2”9 鈴鹿川緑地公圃21-XI－20的 海山道神社21－XI－20的

西村町29-Ⅳ-1987(1脚.17-Ⅵ-2010 河原田町Ⅲ-1977～、-197甑7X31） 山田噸一Ⅵ-1978～23-掴-1978(8X31） 神前2○一醇-19輪⑥鋤

小牧町8－V-198al-Ⅸ-19”《10） 四日市市内(14》 川鬼電2審堀-2,鐙～9－1－2唖(1駒 大矢知.前田町､東冨田Ⅵ～X1－1号錘“X81》

伊坂ダム12-掴-1976.17-X-1g76(4X31） 儲町北塑-X-1987⑲1） 霞ｹ浦録地26-胴-19銅⑬1118-Ⅸ-2〔#泡里毎掴-19認

海山適可4－V-1987(31） 内塩町26－Ⅶ-19鯛穐1） 中央縁地公塑4－V-1987⑬1） 山鯲.ム25-X-1”7“>､13-Ⅸ-2噸身0-Ⅶ-1977

波木町26=Ⅶ-19露(31） 翻部丘躍公園21-X1-2“

315.マミジロハエﾄリ 露言神社a3-嘱-2“ 水沢野田町25-Ⅶ-198”')23戸咽-2"9 薊田町.栗奮田ⅥへxI－1”2瞳4x綱） 昆渉門天2牛x-"”

河原田町Ⅶ-1977(7X31） 山田醜‐現-1978～28-Ⅶ-1978蝿31） 富妻峨20-Ⅸ-1987(10） 伊坂ダム13-Ⅵ-1976.12-彌一1976(4X31）

四日市市内(14） 川里町22-Ⅶ-2唖～9－1翅”4(1塾 高松海津13－Ⅸ-2函 西村町29-Ⅳ－1g87qO） 富田2－V-196誠3③

山村ダム 13-Ⅸ-2極.3炉Ⅶ-1977 垂坂山溺一咽-19s8⑬” ・冨妻町 28-画-1997鱒1》 南部丘陵公園1少X-1鱒7崎1） 采女可’“7(37）

316､マミクロハエﾄリ 山村ﾀ･ム17-別-2,0 鈴鹿川羅地公園21-Xl-2c鱒 西村町'7-Ⅵ-2610 四日市市向く'4》

317.イソハエトリ 四日市市内〔” 霞ケ測海犀26-Ⅷ-19趣31） 吉野淳岸一V-1987⑬1）

318.ウデブトハエﾄリ 山村ﾀ'ム18-Ⅸ-2"93彫Ⅶ-1977 河原田町v,x-1977(7) 川島日兎2-vﾛ-2"3~9-1-2"製15〉 下海老町21-Ⅳ-19師《31》
宮妻映26－Ⅵ-1987⑬1）

319.チクニハエトリ 内鐙可鰯-題-'9銅

320.ジヤパラハエﾄリ 川島町22-Ⅶ-2“-.9-1-2"4(15） 平津町 19-Ⅸ-1987〔31） 宮妻峡26-W-19”10)(31）

321．エキスハエトリ 伊溌ダム12-個-1976(4) 河尿田町、-1977～､-197”x31） 山田町3-Ⅵ-1978~28-Ⅶ-1978⑱)<31）

322.ヨダンハエトリ 西填認町25-X-1"7(31） 北勢中央公園13-Ⅸ-2"9 毘沙門天24-X-2α刃 西村町17-Ⅵ-"10 伊坂ダム鰯-Ⅶ-1977“
河題田動、-19刀～n-197fx7》 山田珈一Ⅵ-1978～2砂Ⅷ-197麺） 四日市市蹴14） 水沢野田町 26-Ⅶ-19鯛(31） 波木町溺-Ⅶ-19調輪1）

宮妻鶴26-Ⅵ-1997(18X31） 山排・ム25-X-1987<31〕‘13-Ⅸ-2唖.17-Ⅵ-2010 川里町22-Ⅶ-20“～9-1-2”4<15） 内認可26-掴-1982(31》

323.オスクロハエﾄリ 高松海潭13-Ⅸ-2"9 西村町17-Ⅵ-2010 闇五球理海岸4-xn-2010 四日市市内〈1の 頚富田w-xI-1962(2‘lx31）
鋳町北23-X-1987<31〕 西糧鄙町25-X-1987(31） 内露町26－堀-198駅31）

324.ヤハズハエトリ 吉甥海岸24-x-2"9 鈴鹿川緑地公函2,-xI－2“ 内澄諏26-Ⅶ-,9露 四日市市内【,心 采女町f”“〉
窟町1”7田7》 山村ダム 25－X-1987⑬1）

325.シラヒゲハエﾄリ 鋤浦録地公園26-掴-1988(31).13-Ⅸ-2"9 四日市市内〔14》 波木町26-Ⅶ-198劃31） 毘沙門天4-咽-2,10

萌田BTW～X1－19唾(24X31J 富田29-Ⅸ-1963,20-V-1963(38） 西村町25-X-1987(31） 川島町22-Ⅶ一…へ令－1－2““75）

326.タイリクアリグモ 日永中昊凝地21-X1-2噸 四B市市内(14） 川島町22-覇-2"3~9-1-2"4(15）

327.ヤサアリグモ 霞ケ淵緑池公園13-Ⅸ-2"， 高磁揮岸13-Ⅸ-2"9 山癖.ム リ3-Ⅸ-2"9.17-Ⅵ-2010 毘沙門天4-洞-"10 衝池沼沢15-X1-2“
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畏髄神社15-XI－2” 鈴鹿川嘩地公函21-X1-2噸 伊坂ダム琴Ⅳ-1997《1m2酔Ⅶ-1977(4) 波木町26-堀-19“1）

動溌緑地公園13-Ⅸ－2”中央録地公園4－V-1987(31） 北勢中央公囲13－Ⅸ－2噸 毘沙門天2牛X-2”9 翌坂公唾1シX1－…

長麗棹社15-Xl－… 海山遭神強21-XI－2唾 西村町29-Ⅳ-1987《10） 神罰2畦Ⅳ-19鋪25-V-19鍔〔1① 四日市市内(1の

川里町6－Ⅳ-1987“)22-Ⅶ-2噸～9-1-2“4(15） 前田町Ⅵ～X1-1962(24X31） 下海老23－V-1963鞄8） 燭町1997⑬7）

伊坂ダム18-Ⅵ-1976.17-X-1976⑬1） 山村ダム25-X-1987⑬1113-Ⅸ-2噸.17-Ⅵ-2010 泊血公園28－W-19認31） 搭町北23-X-1”7“）

西坂都町窃-Ⅷ-19”31） 智蹟町10-X-1987(31） 宮婁可 28-Ⅵ-19臼7(31〕 生桑町26－昭-19画31） 海山遭句牛V-1987(31〉

宮妻鉄26－Ⅵ-1987d劇､牛X-1987 川里町22-堀-2噸へ勺－1－2”h5）

宮妻鎮4－掴-2010 鐡測緑地公園13-Ⅸ-2噸

西村町17-Ⅵ-2010 川昆町22-Ⅶ-2函～9-】－2“4(15） 生桑町配一昭-19函31）

四日市市駅14） 川島町22-Ⅶ-2”～9－1－2”4(15） 波木町26－Ⅶ-19…1） 室山Ⅵ～XI-1962趣4噸1》

西村町17-Ⅵ-20” 宮喪峨鋤一Ⅳ-1鯛7 山田町3-Ⅵ-1”8～2齢Ⅶ-197叡月） 伊坂ダム13－Ⅵ-19”､12-湿-1”6(4)

川里町22-Ⅶ竜睡～9-1-2”4(15》

山辨.ム17-Ⅵ-201ql4-Ⅶ-1977 墨坂山溺一Ⅶ-19函31） 伊坂ダム13-Ⅵ-1976(4池1） 山田醜-砿-1978～28-Ⅶ-197池X31）

川島町22言･堀=2003～9-1-2”4《15） 河躍田町v､Ⅵ､砿-19万(ﾌX31》 北勢中央公函13-Ⅸ-21噸

内掴町妬-掴-19銅 酸ケ浦緑地公園26－Ⅶ-19麹伊坂ダム17－X-1976〔鋤 山村ダム8企Ⅶ－1”7 宮妻岐2餅Ⅵ-1987“》

川島町22-Ⅶ-2噸～9－1－2“4<15）

西坂鄙町26-Ⅶ-19”31）

山田町3－Ⅶ－1”…1）

宮宴銭鈎-V-19B7(10)4-昭-”1｡ 四日市市内(1⑳ 毘沙門天24-X-2噸･4-洞-”10 垂坂公圃15-XJ－2“

伊坂ダム12－昭-1976<4X31） 河顧田町、-1977～n-197厭うX81） 波木釘26-Ⅶ-19郵31） 小牧町5－V－1”7Z9-Ⅸ－1頸7｡｡

川島町6－Ⅳ-1987(31)22-Ⅶ-2蝉～9-1-2“4(1駒 山村ﾀ'ム25-X-1987(31”3－Ⅸ-2唾.17-Ⅵ-2010 腰ｹ浦緑地公園2B－掴-19画31〕

大矢知29－X-1961(39X31） 垂坂山26－咽-198頭1） 西坂部町25-X-1987<31） 宮要町 2医Ⅵ-1”7(31） 内堀町野Ⅶ-19麺31）

泊山公園2象Ⅳ-19画31） 水沢野田町 26－W-19函31》 南部丘跨公翻10-X-1987“） 山田町3-Ⅵ-19羽～2かⅦ-197麺(31〕

四日市市駆14） 軍港田､繭田町Ⅵ～X1-198狸4X31》 密田23-瓢-1鮨3崎鋤､7－Ⅵ-1981(“）

飼言神社23－咽-2” 前田町Ⅵ～XI-1962(24X31） 伊坂ダム13－Ⅵ-1976.17-X-1976(の 山田町3-Ⅵ-1978～28-嗣-197猷諏81）

四日市市内〔14） 川島町鍵-Ⅶ-2噸～9-1-2”4(15） 吉蝿海岸2年X-2函 宮妻峡26-Ⅵ-1987(18X31》 商松海岸13-Ⅸ=2幽

翻田可Ⅵ～XI－1“2《24X31） 川島町6－Ⅳ-1987⑬1） 山田町溺‐明-19…1） 内堀町26-Ⅶ－1…1）

宮妻峡28-昭-2噸 山沸’ム18-Ⅸ-2噸 毘沙門天2牛X－2噸 御漣沼沢15-X1－2噸 西村町17-潮-201o

川島町22-Ⅶ-2函～9-1-2,04(15）

水沢野田町23-個-2噸 南部丘陵公園10-X-1g87⑬1） 長船神社15-X1-2噸 四日市市内q4） 神別2⑥｡Ⅳ-1988(1の

河愚田町、-1977･海1） 山田町3－Ⅵ-1978～28-Ⅶ-197副甑31） 前田町Ⅵ～XI-1962(24X31） 西坂剖町25-X-1987⑬1》

川島可1.-X-1”X31)22-Ⅶ宅“3～9－】－2”(15） 西村町25-X-19g7(31)28-堀-19gX10） 日＊中央緑地21-XI－2〔X噂

山村ダム25－X-1987砲1117-Ⅵ-201030-Ⅶ-1977

宮妻峡牛晒-2010

西村町17-Ⅵ-2釧0 四日市砺内(1⑳ 宮妻峡26－Ⅵ-1987(1鍬19海1）

趣意神社23-昭－2“ 水況野田町26－Ⅶ-19麺31〕・銅‐咽-2” 四日市市内(14） 北努中央公園13-Ⅸ-2“ 尾沙門天4－昭-麺、

西村町17-W-2,10 河既田町V-1977(7海1） 山村ダム25-X-19g7(21113-Ⅸ-2唾.17-Ⅵ-2010 蔵ｹ淵緑地公園26-昭-19“1》

川島町22-羽－2噸～9-1-2噸(15） 生融可塑-昭－1…31） 露謬丘睡公園1ケX-1g87句1） 内電町26-羽-19…1）

伊坂ダム18-Ⅵ-1976,12-個-197駅4X31）

四日弱竃認1鋤

西村町25-X－1麺7 四日市市内q4） 川島町垂．Ⅶ-2噸～9－1－麺4<15） 繍町1”7(37） 吉笥海岸4－V-1987⑬1）

宮要峡4－Ⅶ-麺10 桜町北23-X-1987(31）

西村町17-Ⅵ-2010

宮妻妓4－個-2010 内蜀町26-Ⅶ-19” 接町西28-X－1”7 四日市宙内(14〉 筬木町26-咽－1…1）

四日市市内(14） 川且町淫‐咽－2噸～9-1-2“4(15） 宮妻町霞-画-1987(31） 宮妻峡26-Ⅵ-1987(18X31）

328､アリグモ

コガタネオンハエトリ

ネオンハエトリ

アシブトハエトリ

チャイロアサヒハエトリ

マガネアサヒハエトリ

恐
郵
鋤
理
麺

334.キアシハエトリ

鐙5.メガネアサヒハエトリ

錦6.メスジロハエトリ

337.マダラスジハエトリ

338.デーニッツハエﾄリ

339.チヤスジハエトリ

340.ミスジハエトリ

341．イナズマハエトリ

342.ヒメカラスハエﾄリ

343.カラスハエトリ

344.ナカヒラハエトリ

345.キレワハエトリ

346.アオオビハエﾄリ

347.モンシロコゲチャハエトリ

348.シラホシコゲチヤハエトリ

349.アメイロハエトリ

350.ヒメスジハエトリ

351．ウススジハエトリ

352.ムツバハエトリ

(以上44科352種）
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海岸のクモ

貝發憲治蕊

昨年に続き， 「田中川の生き物調査隊」代表の篠木善重氏から，海岸部で採集したクモ

類標本の同定依頼があった．筆者も2年ほど海岸部で採集してきた標本があり， これらの

同定もできたので，合わせてここに海岸部に生息するクモ類についてまとめてみた．

同 定 結 果

1篠木氏力畷集したものは,雌雄幼成体の龍号の後に(篠)で示した.また,昨年度に発表した篠木氏の標本同定結果も再録した
2採集地点とその略語

津市河芸町上野､田中川河口干潟：田中III
澤市河芸町上野､芦原海岸：芦原

津市河芸町中別保､豊津海岸：中別保
津市河芸町一色､豊津海岸：一色
津市河芸町､豊津海岸：豊津
津市白塚町､白塚海岸： 白塚
津市島崎町､島崎海岸：島崎
津市安溌町安濃川河原：安灌川

松阪市松名瀬町､松名瀬干潟：松名瀬
北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦､鈴島：鈴島

北牟雲郡紀北町紀伊長島区海山区入会地､大島：大島

Iチリグモ科

1ヒラタグモ 中別保,5－Ⅵ-2010,y(篠）
Ⅱヒメグモ科

2アシブトヒメグモ 田中川,11三Ⅶ-2009,M.F,y l6-X-2010,y 22－亙一2010,F.y(篠):芦原, 22-Ⅲ-2010.y(篠）
白塚海岸,16-Ⅳ-2011jy:大島.12-X1-2010.y(篠）

3シロカネイソウロウグモ田中川,11-鯉2”9.m,y:大島,12-X1-2010,y(篠〉

4ヤホシヒメグモ 田中川,11．ご畷-2CC9,F 16-X-2010,y:白曝16-X-2010,y l6－Ⅳ~2011,M
5カレハヒメグモ 白塚,16-Ⅳ-2011,m

6ハイイロヒメグモ 田中川,16-X-2010,y
7オオヒメグモ 白塚,16-X-2010,F

8ハンゲツオスナキグモ 大島,12-X1-2010,F(篠）

・ヒメグモ科sP・ 田中川,16-X-2010,y

Ⅲサラグモ科

9ハラジロムナキグモ 白塚,16-Ⅳ-2011,M

10二セアカムネグモ 白塚,11-Ⅶ-2009,M,F.y 6－Ⅵ-2010.M,F28-V-2010,M,F(篠）
11セスジアカムネグモ 芦原,17-Ⅵ-2010,F(篠):中別保,12-Ⅵ-2010,F(篠）
･テナガグモ属sp・ 田中,6-Ⅵ-2010,y

・コサラグモ亜科sp・ 田中川,16-X-2010,y:白塚,16-X-2010,m

Ⅳアシナガグモ科

12チユウガタシロカネグモ中別係5-Ⅵ-2010,y(篠）
13キララシロカネグモ 田中川,16-X-2010,y
14メガネドヨウグモ 大島,12-XI-2010.y(篠）
15ヨツボシヒメアシナガグモ白塚,16-Ⅳ-2011,F

16トガリアシナガグモ 田中川,11-Ⅶ-2009,y 28－Ⅵ-2010(篠):白塚,16-Ⅳ-2011,y

豊津,1~Ⅵ-2010jf(

鱈〒515-0087三重県松阪市萌木町7-4
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17ヤサガタアシナガグモ

18アシナガグモ

19ウロコアシナガグモ

・シロカネグモ属sp．

・アシナガグモ属sp、

2sジョロウグモ

田中川,5--Ⅸ＝麺10,m,y白壊16-町-2011,mf

田中川,11三Ⅶ－2CC9,y6~唾-“10" 16-X-201Qy l6－Ⅳ-2011,y:白鼠16-Ⅳ-2011,y:島鐵,19-Ⅵ-201Qy(篠）
田中川,11~甑-2009.y:芦原,22-m-2010by(篠):鈴島,14FXI-201Qy(篠）
田中川,16-X-2010,y

田中川,16-X-"10,y

Vジョロウグモ科

田中川,11~Ⅶ-2009,y:中別保,12-Ⅵ-2010,y(篠):萩野,17-XI-2010hm(篠）
Ⅵコガネグモ科

田中川,11~Ⅶ－2"9,y

豊津鰹1=Ⅵ-2010,y(篠):中別保,5-Ⅵ-2010.y(篠）

田中川.16-X-2010,y:豊津,1-Ⅵ-20101f(篠):中別保,4-Ⅵ-2010,F(篠）
田中川,11-Ⅶ-2009,y:白壊11－Ⅶ-2010,y
田中川,16-X-2010,y

田中川,16-X-2010,y

白塚,16-Ⅳ-2011,y

芦原,25-V-2010,F(篠):田中川,29-Ⅷ-2010,F(篠）

田中川,11~Ⅶ-2",y l6－Ⅳ-2011jf:白堤11-W-2010,y:島崎,19-Ⅵ-2010,F(篠):中別保,4-Ⅵ-2010,F(篠）
大島,12-XI-201qy(篠）

中別保,4-Ⅵ-2010.F(篠):大島,12-XI-2010"(篠）
田中川,22-m-2010,m(篠）

田中川,如一Ⅵ-2010,F(篠）

田中肌27-Ⅵ-2010,y(篠）

Ⅶコモリグモ科

一色,2"9,y(篠）

田中川.11-Ⅶ-2009,F

田中剛,25~V"10,M(篠) 22-m-2010,F(篠) 29-V-2010,Fjy(篠) 8－Ⅵ--2010bM(篠) 25-V-"10,M(篠)

21カラオニグモ

22オニグモ

23コガネグモ

24ナガコガネグモ

25ゴミグモ

26マルゴミグモ

27力ラフトオニグモ

28ヨツボシシヨウジヨウグモ

29コガネグモダマシ

30ヤマシロオニグモ

31へリジロオニグモ

32ズグロオニグモ

・コガネグモ科sp、

33カガリビコモリグモ

34ハラクロコモリグモ

35ウヅキコモリグモ

白曝16-Ⅳ-2011,,,F

田中川,22-m-2010ffm(篠):芦原,25-V-2010by(篠):島崎,19-Ⅵ－"10,F(篠):鈴島.14=XI-2010,y(篠）
田中川,25-V-2010,F(篠）

安選川,17-XI-"1QM,(篠〉

鈴島'14=XI-2010,y(篠）

田中川,25-V-2010,y(篠) 22-m-2010,y(篠):鈴島,14-XI-2010,y(篠）
霊津,1－Ⅵ-釦10,y(篠〉

函キシダグモ科

白塚,16-Ⅳ-2011,y

田中川｡16-X-2010,y:芦原,22--m-2010,m(篠）

Ⅸササグモ科

田中川.16-X-2010,y:芦原,3－Ⅵ-2010,y(篠）

Xシポグモ科

田中川,22-m-"10,y(篠):白蟻16-Ⅳ-2011,y
XIタナグモ科

田中川,16-Ⅳ-2011,y:白塚,16-Ⅳ-2011,y

田中川,11＝Ⅶ-20",yl6-X-2010,F:豊津.28-V-2010,y(篠）
XⅡウシオグモ科

田中川‘11-甑-2009,F,y l6-X-2010,y22－Ⅲ-2010f(篠):白曝11-唖一麺9oF,y l6－Ⅳ~"11,Mfy
Xmガケジグモ科

大島,12-XI-2010,F(篠）

XⅣツチフクログモ科

田中川,16-X"1Qy25~函-201QM(篠）

芦原,3－Ⅵ-2010,F(篠) 17－Ⅵ-2010,F(篠) 7－Ⅸ-2010,F(篠):島崎,19-Ⅵ-釦10,y(篠）
田中川,16-X-2010･m.y l6－Ⅳ-2011,y:白壕16-X-2010.y l6－Ⅳ-2011,y
XVフクログモ科

田中剛,16-X-201Qy:白塚｡16-Ⅳ-2011,y
白塚,6－Ⅵ-2010,F

白壊11-Ⅶ－2”9,巣

白曝16-Ⅳ-2011,F

白塚,16-X-2010F16－Ⅳ-2011,F

田中川,11＝Ⅶ－OO9,yl6-X-2010,y22-m-2010,y(篠) 29-V-2010.y(篠) 27-Ⅵ-2010.y(篠）
白爆11-Ⅶ－2"9,yl6－町-2011.y:芦原29-V-2010.y(篠）
XⅥワシグモ科

田中川,25-V-2010,y(篠):白曝16-Ⅳ-2011f

大島,12-XI-2010,y(篠）

白壌16-X-2010by

X唖アシダカグモ科

鈴島,14-XI-2010,y(篠）

36ハリゲコモリグモ

37カｺウコモリグモ

38キクヅキコモリグモ
39キシペコモリグモ

・カイゾクコモリグモ属sp
・コモリグモ科sp．

“イオウイロハシリグモ

41アズマキシダグモ

42ササグモ

43シボグモ

“クサグモ

45コクサグモ

“クロガケジグモ

47力ﾐガタヤチグモ

48アカスジコマチグモ

49カバキコマチグモ

50ヤマトコマチグモ

51マダラフクログモ

52ミチノクフクログモ

53ハマキフクログモ

54ヒメフクログモ

55カギフクログモ

・フクログモ科sp．

56チャクロワシグモ

・メキリグモ属sp，
。ワシグモ科sp、

57コアシダカグモ
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XⅧエビグモ科

白塚,16-X-2010,m l6-Ⅳ-2011f

田中川,11-Ⅶ－2"9,y l6-X-2010by l6-Ⅳ-2011,y:鈴島14-XI-2010.y(篠）

田中川.11-Ⅶ－2"9,y6~Ⅵ-2010,F 16-X-2010,y l6－Ⅳ-2011ff22-m-2010｡y(篠):白塚,11~Ⅶ-2009

16-Ⅳ-2011,y:芦原,22-Ⅲ-2010,y(篠) 29-V-2010,M,F,y(篠）

XⅨカニグモ科

白塚,11-Ⅶ-2"9,y

田中川.11-Ⅶ-2009,M,y:白塚,11-Ⅲ－2009,m 16-Ⅳ-2011,y:島崎19-Ⅵ-2010,y(篠）

白塚,16-X-2010,y

田中川,11-Ⅶ－2"9.F:白曝11-Ⅲ-2"9.F6－Ⅵ-"10fl6－Ⅳ-2011.F,y

鈴島,14-XI-2010,y(篠）

田中川,11-Ⅶ-2009,y:白鳳6－Ⅵ-2010,m:大島12-X1-2010.y(篠）

田中川,26-Ⅸ-2009,M(篠):白塚16-X-2010,M:豊津,1－Ⅵ-2010,M(篠) 28-V-2010,M(篠）

中別保,12-Ⅵ-2010.M(篠）

中別保,12-Ⅵ-2010,M,y(篠):豊津,28-V-2010,F(篠）

白塚,16-Ⅳ-2011,y:中別保,12-W-2010,y(篠) 12-Ⅶ-2010,y(篠）
XXハエトリグモ科

中別保‘12-Ⅵ-2010,F(篠) 12-Ⅶ-201Qy(篠) 24-X-2010,F(篠):芦鼠7－Ⅸ-2010,y(篠）
田中川,11-Ⅶ-2009,y l6-X-2010,y:中別保,4=Ⅵ-2010,F(篠）

田中川,6-Ⅵ-2010,F:白塚6－Ⅵ-2010,F:芦原22-Ⅲ-2010,F(篠）

大島12-X1-2010,M(篠）

豊津,15-V-2010,F(篠):大島,12-XI-2010F,y(篠）
田中川,6-Ⅵ-2010,F 16-X-2010,M:一色,2"9,M(篠）

田中川,11-Ⅶ-2"9,y l6-X-2010,y

田中川,11-Ⅶ-2"9,F 16-Ⅳ-2011,M17-m-2"9,F("):白塚,16-X-2010,M,F 10-Ⅶ-2010,y(篠）
中別保,23-Ⅸ－2"9,F,y(篠) 12-Ⅵ-2010.M(篠) 12-甑-2010,F(篠):芦原,22-Ⅵ-2010,M,F(篠）
島崎,19-W-2010,M(篠):豊津.26-V-2010,F(篠):松名瀬,17-Ⅷ－2"9,F(篠）
田中川,16-Ⅳ-2011,y

田中川‘7－Ⅵ-2010｡M(篠) 28－Ⅵ-2010'M(篠):白塚噂11-m－2”9,F

田中川,11-Ⅶ－2"9,F,y 6－Ⅵ-2010,f27~Ⅵ-2010,M(篠):白壌16-X~2010,M@y:豊津,1-V1-2010,m(篠）
豊津,28-V-2010,M(篠）

白堀6－Ⅵ-2010,M

田中川,6-Ⅵ-201Qm

田中川,11-Ⅶ-2"9'y

白塚,11-Ⅶ-2009,y

田中川,11-Ⅶ－2"9.F 16-X-2010,F:白塚.16-X-2010,F:鈴島14=X1-2010,M(篠）

白曝11-m-2"9,F:大島12-XI-2010.y(篠）

田中川‘3－Ⅵ-2010,F(篠):白塚,16-X-2010,y

田中川.6-Ⅵ-2010,y:白塚,16-Ⅳ-2011,F:島崎.19-Ⅵ-2010,M(篠):豊津,1－Ⅵ-2010,F(篠）
田中川｡25-V-2010,y(篠) 22-Ⅲ-2010,y(篠):中別係4-Ⅵ-2010,y
田中川,16-X-201Qy

白塚,16-X-2010,y:島崎,19-Ⅵ-2010.y(篠):中別儀1-顕-2010.y(篠）
田中川.11-Ⅶ－2"9,y:白塚,11-Ⅶ－2"9,y:芦原,22-Ⅲ-2010,y(篠）
田中川,11-Ⅶ-2"9,y:豊津,16-V-2010,F(篠）

豊津,3FV-2010,M(篠）

白塚,11~Ⅶ-2009

58キンイロエビグモ

59アサヒエビグモ

60ヤドカリグモ ,F,y
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68ﾖコフカニグモ

･Xysticussp.

69ヤマジハエトリ

70ネコハエトリ

71カタオカハエトリ

72マミジロハエトリ

73イソハエトリ

74チクニハエトリ

75ジャバラハエトリ

76タカノハエトリ

77ヨダンハエトリ

78オスクロハエトリ

79ヤハズハエトリ

80タイリクアリグモ

81ヤサアリグモ

82アリグモ

83ネオンハエトリ

84キアシハエトリ

85ミスジハエトリ

86アオオビハエトリ

87モンシロコゲチヤハエトリ

88シラホシコゲチヤハエトリ

・オスクロハエトリグモ属sp
・ヤマトハエトリグモ属sp．
・ナミハエトリグモ属sp．

。ハエトリグモ科sp．
。ハエトリグモ科sp．

・ハエトリグモ科sp．

以上20科88種

鰯同定結果からみえたこと

(1)キシベコモリグモ

三重県では，主に河原の乾いた石間や渓流の岸辺で見られるが，鈴島の海岸では，三重県では，主に河原の乾いた石間や渓流の岸辺で見られるが，鈴島の海岸では， れ

きの間を敏速に走り回る多くの個体が観察される．筆者は35年ほど前に鈴島に渡り，

標本を田中穂積氏に同定してもらったことがある．今回の篠木氏の標本にも多くの個体

が含まれており，鈴島のキシベコモリグそは健在である．
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(2)クロガケジグモ

’970年頃までは県内での記録がなかったが，その後， 20年ぐらいの間に三重県全域

に分布が拡大し，今ではフェンスの間や人家の軒下等で大量に見られる．今回もハマオ

モトの葉の付け根の窪みや海浜の流木の隙間，堤防の窪み等で多く見られ，海浜にも数

多く進出していることが分かった．

(3)コマチグモ類， フクログモ類

堤防付近の雑草地の葉上に多くの幼体が見られる．アカスジコマチグモ，マダラフク

ログモ， ミチノクフクログモ，カギフクログモ等が印象に残った．

(4)ヤドカリグモ

里山の林縁の雑草地等で多く見られるが，海浜でも普通に見られるクモである．海浜

植物の根元部分に多く生息している．

(5)カニグモ科のクモ類

今まで海岸部といえばヤミイロカニグモをよく見かけたが，今回チシマカニグモが結

構多く生息していることが確認できた．また， ヨコフカニグモもいくつか記録できた．

特筆すべきことは，シロスジグモが大量に確認でき三重県初記録となったことである．

海岸の砂浜に生えるイネ科植物やコウボウムギの株元，ハマエンドウなどの海浜植物の

根本付近，堤防の内側のススキやイネ科植物の根元付近で，各ステージのものを沢山発

見した．

(6)ハエトリグモ科のクモ類

同じく今まで海岸部のクモとして認識していたのは，岩礁のテトラポット等に見られ

るイソハエトリ，海浜の石間を飛び回るシラホシコゲチヤハエトリ， イネ科植物の葉上

でよく見られるオスクロハエトリやヤハズハエトリぐらいであったが，今回タカノハエ

トリが広範囲の海岸部で沢山生息していることが確認できた．三重県初記録となる． ま

た，チクニハエトリがいくつか確認でき，三重県初記録となった．その他，ヤマジハエ

トリは里山から山地にかけての山路に見られるが，今回，海岸部の雑草地にも多くいる

ことが分かった． カタオカハエトリの個体数も多い．今までS批伽s属の仲間は，ほと

んどシラホシコゲチヤハエトリが目についたが，モンシロコゲチヤハエトリも多く生息

していることが分かった． さらに， ヒトリコゲチャハエトリも個体数は少ないが確認で

きた、
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