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Abstract — As the second version of species list of spiders (Arachnida: Araneae) of Matsuyama
City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list
of spider species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 280
species belonging to 39 families. Following species (12 in total) are new to the spider fauna of
Ehime Prefecture: Ariadna insulicola Yaginuma, 1967 (Segestriidae), Moneta caudifer (Dönitz &
Strand, 1906), Dipoena punctisparsa Yaginuma, 1967, and Thymoites okumae (Yoshida 1988)
(Theridiidae), Diphya okumae Tanikawa, 1995 (Tetragnathidae), Pirata tanakai Brignoli, 1983
(Lycosidae), Paratheuma shirahamaense (Oi, 1960) (Desidae), Lathys dihamata Paik, 1979
(Dictynidae), Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand, 1906 (Miturgidae), Evarcha fasciata
Seo, 1992, Helicius cylindratus (Karsch, 1879), and Rhene albigera (C. L. Koch, 1848)
(Salticidae)

本リストは，2002 年発行の「松山市野生動植
物目録 2002」に掲載された真正クモ類（クモガ
タ綱クモ目）の種リスト（鶴崎 2002）の改訂第
2 版である。松山市産として記録されるクモは
39 科 280 種（前回リストより 4 科，79 種増加）
である。次の 12 種は愛媛県新記録である：シマ
ミヤグモ（エンマグモ科），
シモフリミジングモ，
ハラナガヒシガタグモ，クロササヒメグモ（以
上ヒメグモ科），オオクマヒメドヨウグモ（アシ
ナガグモ科），コガタコモリグモ
（コモリグモ科），
イソタナグモ（ウシオグモ科），フタカギカレハ
グモ（ハグモ科），ヤサコマチグモ（ツチフクロ
グモ科），マミクロハエトリ，コジャバラハエト
リ，ヒメカラスハエトリ（以上ハエトリグモ科）。
このリストは種名まで同定できているものの
みであり，まだ多くの未同定種（とくにサラグ
モ科）を抱えているがそれらは今後，続報で追
加してゆきたい。

凡

例

1. 科・種の配列および学名・和名は原則として

谷川 (2010) にしたがった．各科内では属名，
種小名のアルファベット順である。
【既】は松
山市内の既知産地である。
2. 和名のうしろに「*」がついている種は前回リ
ストに含まれていなかった種（72 種）で，こ
の中には前回リスト以降に別のところ（鶴崎・
小林 2011，鶴崎ら 2011 など）で既報告となっ
た 55 種と，本報告で新規に松山市から記録さ
れる 24 種が含まれる。後者については備考欄
に「松山市新記録」として，また，それが愛
媛県新記録ともなる 12 種は「愛媛県新記録」
と記した。
3. 採集データは，地名 (個体数と性別，採集年月
日 yy.mm.dd，採集者名)で表記．juv.は幼体
(juveniles). 採集者名の略号：NT = 鶴崎展巨，
KT = 髙須賀圭三．リバー (2000) = リバーフ
ロント整備センター (編) (2000).
4. 既知産地に出てくる「高橋 1939 — 鶴崎・小
林 2011」は，種の名称のみで産地が表示され
ていない高橋 (1939) の記録のうち，高橋図譜
によって採集地点が判明したものを指す。詳
しくは，鶴崎・小林 (2011) を参照。
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Arachnida クモガタ綱
ARANEAE クモ目（真正クモ目）
Suborder Opisthothelae 後疣亜目
Mygalomorphae 原蛛下目 (トタテグモ下目)
Atypidae ジグモ科
1. Atypus karschi Dönitz, 1887 ジグモ. 【既】太
山寺，護国神社 (鶴崎 2002). 中島 (大浦;
吉木)(鶴崎ら 2011).
Ctenizidae トタテグモ科
2. Conothele fragaria (Dönitz, 1887) キノボリトタ
テグモ. 【既】高井町高井八幡神社，米野々
明見神社, 勝岡町勝岡八幡宮, 福角町正八幡
神社，三町荒神社, 天山町天山神社, 居相町椿
神社, 来住町軍ヶ森神社. 興居島:門田町若宮
神 社 ( 鶴 崎 2002); 松 山 城 山 ( 鶴 崎 ・ 山 本
2009). 中 島 : 吉 木 辻 堂 ト ン ネ ル . ( 鶴 崎 ら
2011).
Araneomorphae 新蛛下目 (フツウクモ下目)
Loxoscellidae イトグモ科
3. Loxosceles rufescens (Duf'our, 1820) イトグモ.
【既】小坂町 (鶴崎 2002).
Scytodidae ヤマシログモ科
4. Dictis striatipes L. Koch, 1872 ヤマシログモ*.
【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
5. Scytodes thoracica (Latreille, 1804) ユカタヤマ
シログモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).
Leptonetidae マシラグモ科
6. Falcileptoneta yamauchii (Nishikawa, 1982) クロ
イワマシラグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂,
2010.7.10, 原 有助). 【備考】松山市新記録.
Pholcidae

ユウレイグモ科

7. Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) イエユ
ウレイグモ. 【既】松山市 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011).
8. Pholcus zichyi Kulzynski, 1901 ユウレイグモ.
【既】
福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 杉立
山, 太山寺 (鶴崎 2002). 久谷 (鶴崎ら 2011).
9. Spermophora senoculata (Dugès, 1836) シモング
モ.【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 小坂町 (鶴崎 2002).
Segestriidae

エンマグモ科

10. Ariadna insulicola Yaginuma, 1967 シマミヤグ
モ *. 勝岡町白石ノ鼻 (1♀2juv., 2011.10.27,
NT).【備考】愛媛県新記録.
11. Ariadna lateralis Karsch, 1881 ミヤグモ.【既】
福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 重
信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 太山寺，
護国神社 (鶴崎 2002); 松山城山 (鶴崎・山
本 2009).
Oonopidae

タマゴグモ科

12. Opopaea syarakui (Komatsu, 1967) シャラク
ダニグモ.【既】重信川水系 (リバー 2000).
Mimetidae

センショウグモ科

13. Ero japonica Bösenberg & Strand, 1906 セン
ショウグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松尾
進).【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 高 縄 山 ( 植 村 1939); 重 信 川 水 系
(リバー 2000); 杉立山，北梅本町一之宮神
社 (鶴崎 2002).
14. Mimetus japonicus Uyemura, 1938 ハラビロセ
ンショウグモ. 【既】杉立山, 福見山 (鶴崎
2002).
Oecobiidae チリグモ科
15. Oecobius navus Blackwall, 1859 チリグモ.【既】
小坂町 (鶴崎 2002).
16. Uroctea compactilis L. Koch, 1878 ヒラタグモ.
【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 小坂町, 奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎
2002). 高井町高井八幡神社; 畑寺町桑原八
幡神社; 高井町西林寺; 浄瑠璃町浄瑠璃寺，
中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
Uloboridae ウズグモ科
17. Hyptiotes affinis Bösenberg & Strand, 1906 オ
ウギグモ.【既】吉藤 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011); 高縄山 (植村 1939), 杉立山
(鶴崎 2002).
18. Miagrammopes orientalis Bösenberg & Strand,
1906 マネキグモ.【既】重信川水系 (リバー
2000); 松山城, 杉立山，星岡町王子八幡神
社 (鶴崎 2002).
19. Octonoba sybotides (Bösenberg & Strand, 1906)
カタハリウズグモ.【既】福角 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 御
幸寺山護国神社, 杉立山, 浄瑠璃町 (鶴崎
2002). 興居島: 馬磯漁港の東側の浜; 門田
公 園 若 宮 神社 . 中 島町 中島 大 浦 ( 鶴崎 ら
2011).
20. Octonoba varians (Bösenberg & Strand, 1906)
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ヤマウズグモ (＝ウズグモ). 米野々町愛媛
大学演習林 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 高縄
山(1♀，2010.7.17，小川遼).【既】福角 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 杉立山，福見
山, 北梅本町一之宮神社 (鶴崎 2002). 興居
島: 馬磯漁港の東側の浜. 玉谷町八幡若宮
神社 (鶴崎ら 2011).
Nesticidae

ホラヒメグモ科

21. Nesticella brevipes (Yaginuma, 1970) コホラヒ
メグモ.【既】福見山, 引地山 (鶴崎 2002).
22. Nesticella mogera (Yaginuma, 1972) チビホラ
ヒメグモ*. 米野々町愛媛大学演習林 (1♀,
2010.7.10, 小川遼). 【備考】松山市新記録.
Theridiidae

ヒメグモ科

23. Anelosimus crassipes (Bösenberg & Strand,
1906) アシブトヒメグモ. 【既】重信川水
系 (リバー 2000); 高浜白石ノ鼻, 興居島
鷲ヶ巣 (鶴崎 2002); 高浜白石ノ鼻 (吉田
2003). 興居島: 泊町黒崎; 門田公園若宮神
社 (鶴崎ら 2011).
24. Argyrodes bonadea (Karsch, 1881) シロカネイ
ソウロウグモ.【既】高縄山 (植村 1939); 興
居島馬磯漁港の東側の浜 (鶴崎 2002; 吉田
2003).
25. Argyrodes kumadai Chida & Tanikawa, 1999 チ
リイソウロウグモ*.【既】福角町 (高橋 1939
—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939).
中島大串 (鶴崎ら 2011).
26. Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1867) アカ
イソウロウグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939
—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939).
27. Ariamnes cylindrogaster (Simon, 1888) オナガ
グモ.【既】高縄山 (植村 1939); 福見山福見
寺 (鶴崎 2002).
28. Chrosiothes sudabides (Bösenberg & Strand,
1906) ヨツコブヒメグモ*.【既】福角町 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011).
29. Chrysso albipes (S. Saito, 1935) ギボシヒメグ
モ. 米野々 (1♀, 2010.6.8. KT). 米野町愛媛
大学演習林 (1♂1♀，2010.6.8, 小川 遼).
【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 引地山 (鶴
崎 2002, 吉田 2003). 縮川黒森山 (鶴崎ら
2011).
30. Chrysso foliata (L. Koch, 1878) ホシミドリヒ
メグモ. 【既】引地山 (鶴崎 2002), 水ヶ峠
(吉田 2003).
31. Crysso octomaculata (Bösenberg & Strand,
1906) ヤホシヒメグモ (=ヤホシサヤヒメグ
モ). 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 重信
川水系 (リバー 2000). 重信川河口ヨシ群落
上 (鶴崎ら 2011).

32. Dipoena punctisparsa Yaginuma, 1967 シモフリ
ミジングモ*. 米野々(1♀, 2010.6.8, KT). 【備
考】愛媛県新記録.
33. Enoplognatha abrupta (Karsch, 1878) カレハヒ
メグモ. 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 護
国神社, 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
34. Episinus aff'inis Bösenberg & Strand, 1906 ヒ
シガタグモ.
米野町愛媛大学演習林 (1♀,
2010.6.8 小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香).
【既】重信川水系 (リバー 2000), 福見山
(鶴崎 2002). 石鎚山 (八木沼ら, 1970); 面
河 (鶴崎・小林 2011).
35. Episinus nubilus Yaginuma, 1960 ムラクモヒシ
ガタグモ.【既】北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
36. Meotipa vesiculosa (Simon, 1894) ヒシガタヒ
メグモ. 【既】堀江 (植村 1939), 福角 (鶴
崎・小林 2011).
37. Moneta caudifer (Dönitz & Strand, 1906) ハラ
ナガヒシガタグモ*. 米野々 (2♂3♀, 2010.6.8,
KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♀３♀１juv.,
2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
38. Parasteatoda angulithorax (Bösenberg & Strand,
1906) ツリガネヒメグモ. 【既】高縄山 (植
村 1939); 杉立山, 松山城 (鶴崎 2002).
39. Parasteatoda culicivora (Bösenberg & Strand,
1906) カ グ ヤ ヒ メ グ モ *. 米 野 々 (1♀,
2010.6.8, KT).【既】福角 (鶴崎・小林 2011).
40. Parasteatoda ferrumequinum (Bösenberg &
Strand, 1906) ヒザブトヒメグモ.【既】北梅
本町一之宮神社，北三方ヶ森 (鶴崎 2002);
福見山 (吉田 2003). 水ヶ峠林道; 玉谷町八
幡若宮神社; 中島吉木辻堂トンネル (鶴崎
ら 2011).
41. Parasteatoda japonica (Bösenberg & Strand,
1906) ニホンヒメグモ (= ヒメグモ). 米
野々町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.7.10, 小
川遼).【既】高縄山(植村 1939 —鶴崎・小林
2011); 杉立山，福見山，瑠璃町浄瑠璃寺 (鶴
崎 2002). 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
42. Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)
オオヒメグモ. 中島町横島 (2♀, 2011.11.3,
石川和男). 【既】高縄山 (植村 1939); 重信
川水系 (リバー 2000); 福見山, 畑寺町繁多
寺 ( 鶴 崎 2002), 高 浜 ， 浄 瑠 璃 寺 ( 吉 田
2003). 米野々, 明見神社; 御幸寺山護国神
社; 畑寺町桑原八幡神社; 北梅本町一之宮
神社; 天山天山神社. 興居島: 御手鼻〜琴
引鼻間, 磯漁港の東側の浜. 中島町: 中島大
浦 (鶴崎ら 2011).
43. Phoroncidia pilula (Karsch, 1879) ツクネグモ.
【既】御幸寺山 (鶴崎 2002).
44. Phycosoma mutelinum (Simon, 1888) カニミジ
ングモ.【既】重信川水系 (リバー 2000); 久
谷町奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002; 吉田
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2003).
45. Platnickina mneon (Bösenberg & Strand, 1906)
サトヒメグモ.【既】福角 (鶴崎・小林 2011);
重信川水系 (リバー 2000). 中島町中島大
串海岸 (鶴崎ら 2011).
46. Platnickina sterninotata (Bösenberg & Strand,
1906) ム ナ ボ シ ヒ メ グ モ . 高 縄 山 (1♀,
2010.7.10, 小川遼). 米野々 (2♂, 2010.6.8,
KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8,
小川遼).【既】北三方ヶ森 (鶴崎 2002); 高
浜白石ノ鼻 (吉田 2003); 福角町 (鶴崎・小
林 2011).
47. Rhomphaea sagana (Dönitz & Strand, 1906) ヤ
リグモ*. 米野町愛媛大学演習林, 2010.6.8,
1♀, 小川遼).【既】福角，高縄山 (高橋 1939
— 鶴崎・小林 2011).
48. Robertus nojimai Yoshida, 2002 ノジマモリヒ
メグモ*. 【既】城山 (鶴崎・山本 2009).
49. Steatoda cingulata (Thorell, 1890) ハンゲツオ
スナキグモ.【既】福角町 (鶴崎・小林 2011);
重信川水系 (リバー 2000) ; 北条鹿島 (鶴
崎ら 2011).
50. Steatoda grossa (C. Koch, 1838) シロホシヒメ
グモ*. 【既】三津浜 (鶴崎ら 2011).【備考】
外来種 (ヨーロッパ原産) 。
51. Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) マダラ
ヒメグモ*.【既】道後湯之町道後温泉 (新
海・谷川 2008). 【備考】外来種.
52. Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969 スネグロ
オチバヒメグモ. 米野々町愛媛大学演習林
(1♂, 2010.7.10, 小川遼).【既】福角 (鶴崎・
小林 2011); 御幸寺山 (鶴崎 2002); 朝日ヶ
丘 (鶴崎・山本 2009). 北条上難波恵良神社;
松山城山 (鶴崎ら 2011)
53. Takayus chikunii (Yaginuma, 1960) バラギヒ
メグモ. 米野々 (2♂1♀1juv., 2010.6.8, KT).
米野町愛媛大学演習林 (5♂, 2010.6.8, 小川
遼; 3♂, 2010.6.8, 峰岡明日香).【既】重信川
水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
54. Takayus latifolius (Yaginuma, 1960) ヒロハヒメ
グモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
55. Takayus takayensis (S. Saito, 1939) タカユヒメ
グモ*. 米野町愛媛大学演習林 (2♂, 2010.6.8,
小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香).【備考】松
山市新記録.
56. Thymoites okumae (Yoshida 1988) クロササヒ
メグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (5♀2juv.,
2010.6.8, 小 川 遼 ; 3♀, 2010.7.10, 小 川 遼 ).
【備考】愛媛県新記録.
57. Yaginumena castrata (Bösenberg & Strand,
1906) ボカシミジングモ. 【既】福角町 (鶴
崎・小林 2011)
58. Yunohamella lyrica (Walckenaer, 1842) シモフ
リ ヒ メ グ モ . 米 野 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (1♀,

2010.6.8, 小川遼). 米野々 (1♂1♀, 2010.6.8,
KT). 【備考】松山市新記録.
59. Yunohamella subadultus (Bösenberg & Strand,
1906) コケヒメグモ. 【既】杉立山，太山寺
(鶴崎 2002).
60. Yunohamella yunohamensis (Bösenberg & Strand,
1906) ユノハマヒメグモ. 【既】重信川水系
(リバー 2000) .
Theridiosomatidae カラカラグモ科
61. Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand,
1906 カラカラグモ* 米野々(1♂, 2010.6.8,
KT). 米 野 々 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (1♀,
2010.7.10, 小川遼). 【備考】松山市新記録.
Anapidae ヨリメグモ科
62. Comaroma maculosa Oi, 1960 ヨロイヒメグモ.
【既】松山城, 御幸寺山 (鶴崎 2002).
63. Conculus lyugadinus Komatsu, 1940 ヨリメグ
モ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8,
小川遼).【備考】松山市新記録.
Linyphiidae サラグモ科
64. Aprifrontalia mascula (Karsch 1879) コサラグ
モ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
65. Arcuphantes orbiculatus H. Saito 1992 イヨヤミ
サラグモ. 【既】北三方ヶ森, 明神ヶ森，引
地山 (鶴崎 2002), 高 縄 山高縄寺 (鶴 崎ら
2011).【備考】タイプ産地：皿ケ嶺。四国中
央部の固有種で，西条市から西予市までの
石鎚山系，高縄山地，四国カルストを中心
とする標高がほぼ 400 m を超える山地の森
林リター中に多く生息する．雌の外雌器垂
体は著しく伸長しコイル状にほぼ 1.5 回巻く。
66. Asperthorax communis Oi, 1960 ザラアカムネ
グモ*. 【既】北条笹ヶ峠 (鶴崎ら 2011).
67. Diplocephaloides saganus (Bösenberg & Strand,
1906) ハラジロムナキグモ. 松山市鷹の子
町 (2♀, 2010.7.10, 松尾進).【既】重信川水
系 (リバー 2000), 興居島門田公園若宮神
社 (鶴崎 2002).
68. Doenitzius pruvus Oi, 1960 コデーニッツサラ
グモ*. 【既】北条: 笹ヶ峠, 立岩米之野立
岩ダム (鶴崎ら 2011).
69. Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906
ノコギリヒザグモ.【既】小坂町 (鶴崎 2002).
重信川河口ハママツナ群落 (鶴崎ら 2011).
70. Gnathonarium exsiccatum (Bosenberg & Strand,
1906) ニセアカムネグモ. 【既】重信川河
口 (鶴崎ら 2011).
71. Gongylidioides communis Saito & Ono, 2001 ナ
ミズキンヌカグモ*. 米野々 (2♀, 2010.6.8,
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KT). 米 野 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (2♂3♀,
2010.6.8,小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香;
1♀, 2010.7.10, 小川 遼). 【備考】松山市新
記録.
72. Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) ク
ロナンキングモ.【既】重信川水系 (リバー
2000). 重信川河口 (鶴崎ら 2011).
73. Neriene emphana (Walckenaer, 1841) タイリ
クサラグモ.【既】福見山福見寺 (鶴崎 2002)
74. Neriene fusca (Oi, 1960) クスミサラグモ*. 米
野町愛媛大学演習林（1♀, 2010.6.8, 小川遼）.
【備考】松山市新記録.
75. Neriene herbosa (Oi, 1960) シバサラグモ .
【既】松山城, 引地山 (鶴崎 2002).
76. Neriene japonica (Oi, 1960) ツリサラグモ.【既】
福見山 (鶴崎 2002).
77. Neriene limbatinella (Bösenberg & Strand, 1906)
フタスジサラグモ.【既】福角町 (鶴崎・小
林 2011); 福見山 (鶴崎 2002).
78. Neriene longipedella (Bösenberg & Strand,
1906) ア シ ナ ガ サ ラ グ モ . 米 野 々 (1♂,
2010.6.8, KT). 【 既】 福角町 ( 鶴崎 ・小 林
2011); 杉立山, 福見山, 福見山 (鶴崎 2002)
79. Neriene marginella (Oi, 1960) コシロブチサラ
グモ*.【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
80. Neriene nigripectoris (Oi, 1960) ムネグロサラ
グ モ . 米 野 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (3♂4♀,
2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香).
【既】杉立山 (鶴崎 2002).
81. Neriene oidedicata (Helsdingen, 1969) ヘリジ
ロサラグモ*. 【既】高縄山 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011; 植村 1939).
82. Neriene radiata (Walckenaer, 1842) シロブチ
サラグモ. 【既】高縄山 (植村 1939), 杉立
山 (鶴崎 2002).
83. Oia imadatei (Oi, 1964) イマダテテングヌカグ
モ *.【 既 】 北 条 上 難波 恵良 神 社 ( 鶴崎 ら
2011).
84. Paikiniana vulgaris (Oi, 1960) コテングヌカグ
モ*. 【既】北条: 上難波恵良神社; 立岩米
之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).
85. Ryojius japonicus Saito, H. & Ono, 2001 ヤマト
オオイヤマケシグモ*. 【既】高縄山 (鶴崎
ら 2011).
86. Solenysa mellotteei Simon, 1894 アリマネグモ
*.【既】朝日ヶ丘 (鶴崎・山本 2009)．
87. Solenysa reflexilis Tu, Ono, & Li, 2007 キュウ
シュウアリマネグモ*. 【既】北条上難波恵
良神社 (鶴崎ら 2011).
88. Strandella quadrimaculata (Uyemura, 1937) ヨ
ツボシサラグモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林
2011); 重信川水系 (リバー 2000).
89. Turinyphia yunohamensis (Bösenberg & Strand,
1906) ユ ノ ハ マ サ ラ グ モ . 米 野 々 (4♀,

2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (9♀,
2010.6.8, 小川遼; 2♀, 2010.6.8, 峰岡明日香).
【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 杉立山; 大井野町 (鶴崎 2002).
90. Ummeliata insecticeps (Bösenberg & Strand,
1906) セスジアカムネグモ. 【既】重信川水
系 (リバー 2000).
91. Ummeliata osakaensis (Oi, 1960) オオサカアカ
ムネグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
Tetragnathidae アシナガグモ科
92. Diphya okumae Tanikawa, 1995 オオクマヒメ
ドヨウグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂,
2010.6.8, 峰岡明日香). 【備考】愛媛県新記
録.
93. Leucauge blanda (L. Koch, 1878) チュウガタ
シロカネグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松
尾進).【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水
系 (リバー 2000); 杉立山, 奥久谷葛掛五社
神社 (鶴崎 2002).
94. Leucauge magnifica Yaginuma, 1954 オオシロ
カネグモ. 米野々町愛媛大学演習林 (1♀,
2010.7.10, 小川遼). 米野町愛媛大学演習林
(1♀, 2010.7.10, 原有助). 鷹の子町（1♂1♀,
2010.7.10, 松尾進).【既】杉立山, 福見山, 浄
瑠璃町 (鶴崎 2002).
95. Leucauge subblanda Bösenberg & Strand, 1906
コシロカネグモ.【既】高縄山 (鶴崎・小林
2011); 北梅本町小野谷，高浜蛭子神社付近
(鶴崎 2002).中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
96. Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand, 1906
キ ラ ラ シ ロ カ ネ グ モ *. 鷹 の 子 町 (1♂,
2010.7.10, 松尾進).【既】福角町 (鶴崎・小
林 2011).
97. Menosira ornata Chikuni, 1955 キンヨウグモ.
【既】黒森山，福見山福見寺 (鶴崎 2002).
98. Meta reticuloides Yaginuma, 1958 ヤマジドヨ
ウグモ. 高縄山 (3juv., 2010.7.17, 小川遼).
【既】黒森山 (鶴崎 2002).
99. Metleucauge kompirensis (Bösenberg & Strand,
1906) タニマノドヨウグモ*. 米野町愛媛大
学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小川 遼). 【備考】
松山市新記録,
100. Metleucauge yunohamensis (Bösenberg &
Strand, 1906) メガネドヨウグモ.【既】高縄
山 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011; 植村
1939); 黒森山，引地山 (鶴崎 2002).
101. Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895 ヤサガ
タアシナガグモ. 松山市末町 (2♀, 2010.7.10,
新田涼平).【既】高縄山 (植村 1939); 杉立
山, 浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
102. Tetragnatha nitens (Audouin, 1827) ヒカリア
シナガグモ*. 【既】重信川河口 (鶴崎ら
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2011).
103. Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878
アシ
ナガグモ.
松山市菅沢町 (1♀, 2010.7.10,
新田涼平).【既】重信川水系 (リバー 2000),
杉 立 山 ， 福見 山 , 北梅 本町 小 野 谷 (鶴 崎
2002). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
104. Tetragnatha squamata Karsch, 1879
ウロコ
アシナガグモ. 【既】重信川水系 (リバー
2000);
105. Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884 シコ
クアシナガグモ. 【既】重信川水系 (リバー
2000).
106. Tetragnatha yesoensis S. Saito, 1934 エゾア
シナガグモ. 米野々 (2♂, 2010.6.8. KT). 米
野町愛媛大学演習林 (5♂, 2010.6.8, 小川遼).
【既】引地山 (鶴崎 2002).
Nephilidae ジョロウグモ科
107. Nephila clavata L. Koch, 1878 ジョロウグモ.
【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リ
バー 2000); 杉立山; 土居町熊野神社 (鶴崎
2002).
Araneidae コガネグモ科
108. Acusilas coccineus Simon, 1895
ハツリグモ.
【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011). 松 山 城 , 港 山 町 湊 三 嶋 神 社 ( 鶴 崎
2002).
109. Arachnura logio Yaginuma, 1956 キジロオヒ
キグモ*. 【既】松山城 (鶴崎ら 2011).
110. Araneus ejusmodi (Bösenberg & Strand, 1906)
ヌサオニグモ. 【既】高縄山 (鶴崎・小林
2011); 杉立山, 引地山 (鶴崎 2002).
111. Araneus ishisawai Kishida, 1920 イシサワオニ
グモ.【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・小
林 2011; 植村 1939); 杉立山 (鶴崎 2002).
112. Araneus pentagrammicus (Karsch. 1879) アオ
オニグモ.【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011); 杉立山 (鶴崎 2002).
113. Araneus semilunaris (Karsch, 1879) マルヅメ
オニグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
114. Araneus uyemurai Yaginuma, 1960 ヤマオニ
グモ.【既】杉立山 (鶴崎 2002).
115. Araneus ventricosus (L. Koch, 1878)
オニグ
モ. 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系
(リバー 2000). 福見山 (鶴崎 2002).
116. Araniella yaginumai Tanikawa, 1995
ムツボ
シオニグモ. 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011);
重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 引地山
(鶴崎 2002).
117. Argiope amoena L. Koch, 1878 コガネグモ.
【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 高 縄 山 ( 植 村 1939); 重 信 川 水 系

( リ バ ー 2000); 北 梅 本 町 小 野 谷 ( 鶴 崎
2002).
118. Argiope boesenbergi Levi, 1983 チュウガタコ
ガネグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000);
杉立山 (鶴崎 2002).
119. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
ナガコ
ガ ネ グ モ . 湯 山 食 場 横 谷 調 整 池 (11 ♀ ,
2011.9.27, NT).【既】高縄山 (植村 1939); 重
信川水系 (リバー 2000); 福見山，小坂町,
北梅本町小野谷 (鶴崎 2002).
120. Argiope minuta Karsch, 1879 コガタコガネグ
モ.【既】福角 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011;
高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー
2000); 杉立山, 浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
121. Chorizopes nipponicus Yaginuma, 1963 ヤマ
トカナエモ. 米野町愛媛大学演習林(1♂1♀,
2010.6.8, 小川遼).【既】杉立山 (鶴崎 2002).
122. Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand,
1906
ギンメッキゴミグモ. 【既】重信川
水系 (リバー 2000); 護国神社; 小坂町，興
居島北浦 (鶴崎 2002).
123. Cyclosa atrata Bösenberg & Strand, 1906
カ
ラスゴミグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011; 植村 1939), 福見山 (鶴崎
2002).
124. Cyclosa ginnaga Yaginuma, 1959 ギンナガゴ
ミグモ. 米野々 (1♂1♀, 2010.6.8, KT).【既】
松山城, 御幸寺山護国神社 (鶴崎 2002).
125. Cyclosa japonica Bösenberg & Strand, 1906
ヤマトゴミグモ*. 【既】北条鹿島 (鶴崎ら
2011).
126. Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand, 1906
キジロゴミグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
127. Cyclosa monticola Bösenberg & Strand, 1906
ヤマゴミグモ.【既】
北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
128. Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 ゴミグ
モ. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 【既】高縄
山 (植村 1939); 太山寺，杉立山, 米野々明
見神社 (鶴崎 2002); 高浜 (Tanikawa 1992).
129. Cyclosa omonaga Tanikawa, 1992 シマゴミグ
モ. 松山市中島町横島（1♀, 2011.11.3, 石川
和男). 【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小
林 2011); 道後 (Tanikawa, 1992); 福見山，
高井町高井八幡神社 (鶴崎 2002).
130. Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 ヨツデゴミ
グモ. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8,
小川遼).【既】高縄山 (植村 1939); 杉立山，
太山寺，水ヶ峠 (鶴崎 2002)
131. Cyrtarachne bufo (Bösenberg & Strand, 1906)
トリノフンダマシ*. 【既】高縄山 (植村
1939).
132. Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918 シロ
オビトリノフンダマシ*. 【既】福角町 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011).
133. Cyrtarachne yunoharuensis Strand, 1918 ア
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カイロトリノフンダマシ*.【既】高縄山 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011).
134. Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857)
スズミグモ. 【既】杉立山, 天山, 太山寺 (鶴
崎 2002). 松山城城山 (鶴崎ら 2011).
135. Eriophora astridae (Strand, 1917) サガオニグ
モ. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 【既】御幸
寺山護国神社; 牛渕浮嶋神社 (鶴崎 2002).
136. Eriophora sachalinensis (S. Saito, 1934) カラ
フトオニグモ. 米野々 (2♂1♀, 2010.6.8, KT).
米野々町愛媛大学演習林(1♀, 2010.6.8, 峰
岡明日香; 1♀, 2010.7.10, 小川遼).【既】高縄
山 (鶴崎・小林 2011); 福見山 (鶴崎 2002).
137. Gasteracantha kuhlii C. Koch, 1838 トゲグモ
*.【既】福角山 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011).
138. Hypsosinga sanguinea (C. Koch, 1845) シロ
ス ジ シ ョ ウ ジ ョ ウ グ モ *. 高 縄 山 (1♀,
2010.7.10, 小川遼). 米野町愛媛大学演習林
(1♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明
日香).【既】福角町, 高縄山 (鶴崎・小林
2011).
139. Larinia argiopiformis Bösenberg & Strand,
1906 コガネグモダマシ. 【既】福角町 (高
橋 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立
山 (鶴崎 2002).
140. Mangora herbeoides (Bösenberg & Strand,
1906) ゴマジロオニグモ*.【既】高縄山 (鶴
崎・小林 2011).
141. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) ドヨウ
オニグモ. 末町 (１♀, 2010.7.10, 新田涼平).
【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リ
バ ー 2000). 重 信 川 河 口 (2♂2♀2juv.,
2007.9.27, NT).
142. Neoscona mellotteei (Simon, 1895) ワキグロ
サツマノミダマシ.【既】杉立山, 福見山 (鶴
崎 2002). 中島吉木 (鶴崎ら 2011).
143. Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) コゲ
チャオニグモ.【既】高縄山 (高橋 1939 —
鶴 崎 ・ 小 林 2011); 重 信 川 水 系 ( リ バ ー
2000). 奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002);
中島大串 (鶴崎ら 2011).
144. Neoscona scylla (Karsch. 1879) ヤマシロオ
ニグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉
立山; 興居島 (鶴崎 2002).
145. Neoscona scylloides (Bösenberg & Strand,
1906) サツマノミダマシ.【既】高縄山 (植
村 1939); 興居島 (鶴崎 2002); 中島大串
(鶴崎ら 2011).
146. Neoscona subpullata (Bösenberg & Strand,
1906) ヘリジロオニグモ. 【既】高浜白石
ノ鼻，浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
147. Ordgarius hobsoni (O. Pickard-Cambridge,
1877) マメイタイセキグモ*.【既】高縄山
(岸田, 1933); 愛媛県 (高橋 1939 —鶴崎・小

林, 2011).
148. Pronoides brunneus Schenkel, 1936 コオニグ
モモドキ*. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 【備
考】松山市新記録.
Lycosidae コモリグモ科
149. Arctosa depectinata (Bösenberg & Strand,
1906) カガリビコモリグモ. 【既】重信川
水系 (リバー 2000).
150. Arctosa ebicha Yaginuma, 1960 エビチャコ
モリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
151. Arctosa japonica (Simon, 1888)
ヒノマルコ
モリグモ.【既】樽味 (Tanaka 1990b).
152. Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) クロココモ
リグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
153. Lycosa coelestis L. Koch, 1878
ハラクロコ
モリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
高縄山 (植村 1939); 樽味 (Tanaka 1990a);
持田町 (鶴崎 2002).
154. Pardosa agraria Tanaka, 1985 イナダハリゲ
コモリグモ.【既】樽味 (Tanaka 1985, 1993a).
155. Pardosa astrigera L. Koch, 1878 ウヅキコモ
リグモ. 【既】福角町，中島 (高橋 1939 —
鶴 崎 ・ 小 林 2011); 重 信 川 水 系 ( リ バ ー
2000); 高浜, 樽味 (Tanaka 1993b); 東野果
樹試験場 (鶴崎 2002).
156. Pardosa laura Karsch 1879 ハリゲコモリグ
モ. 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系
(リバー 2000).
157. Pardosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand,
1906) キクヅキコモリグモ . 末町 (１♀,
2010.7.10, 新 田 涼 平 ).【 既 】 樽 味 (Tanaka
1993a).
158. Pirata clercki (Bösenberg & Strand, 1906) ク
ラークコモリグモ. 【既】松山市 (Tanaka
1988); 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
159. Pirata piratoides (Bösenberg & Strand, 1906)
イモコモリグモ. 【既】樽味 (Tanaka 1988).
160. Pirata procurvus (Bösenberg & Strand, 1906)
チビコモリグモ. 鷹の子町(1♂, 2010.7.10, 松
尾 進 ). 【 既 】 高 縄 山 ( 植 村 1939); 樽 味
(Tanaka 1988); 松山城山 (鶴崎 2002).
161. Pirata tanakai Brignoli, 1983 コガタコモリグ
モ *. 米 野 々 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (3♀,
2010.7.10, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
162. Piratula meridionalis (Tanaka, 1974) ミナミコ
モリグモ*. 米野々町愛媛大学演習林 (3♀,
2010.7.10, 小 川 遼 ). 鷹 の 子 町 (1♂ １ ♀,
2010.7.10, 松尾進).【備考】松山市新記録.
Pisauridae キシダグモ科
163. Dolomedes raptor Bösenberg & Strand, 1906
アオグロハシリグモ.【既】重信川水系 (リ
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バー 2000).
164. Dolomedes sulfureus L. Koch 1878 イオウイ
ロハシリグモ.【既】福角町 (高橋 1939 —
鶴 崎 ・ 小 林 2011); 重 信 川 水 系 ( リ バ ー
2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
165. Perenethis fascigera (Bösenberg & Strand,
1906) ハヤテグモ*. 【既】高縄山 (植村
1939), 愛 媛 県 (高 橋 1939 —鶴 崎 ・小 林
2011).
166. Pisaura lama Bösenberg & Strand, 1906 アズ
マキシダグモ. 【既】伊予郡牛ノ峰 (高橋
1939 —鶴崎・小林 2011). 重信川水系 (リ
バー 2000).
Oxyopidae

ササグモ科

167. Oxyopes licenti Schenkel, 1953 クリチャササ
グモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
168. Oxyopes sertatus L. Koch, 1878 ササグモ. 鷹
の子町 (1♂2♀, 2010.7.10, 松尾進).【既】重
信川水系 (リバー 2000); 福見山，浄瑠璃町,
北梅本町小野谷 (鶴崎 2002).
Zoropsidae スオウグモ科
169. Takeoa nishimurai (Yaginuma, 1963) ムロズ
ミソレグモ*. 【備考】オハグロシボグモ（福
角）として掲載（鶴崎・小林 2011）.詳細に
ついては別のところで報告予定。

174. Cybaeus miyosii Yaginuma, 1941 ヒメナミハ
グモ*. 【既】引地山(鶴崎ら 2011).
175. Cybaeus nipponicus (Uyemura, 1938) カチド
キナミハグモ*. 【既】九川 (鶴崎ら 2011).
Desidae

ウシオグモ科

176. Badumna insignis (L. Koch, 1872) クロガケジ
グモ*.【既】八瀬, 重信橋 (旧 R33) 左岸 (鶴
崎ら 2011). 【備考】外来種．
177. Badumna longinqua (L.Koch, 1867). ハルカガ
ケジグモ*. 【既】三津浜港 (鶴崎ら 2011).
【備考】外来種．
178. Paratheuma shirahamaense (Oi, 1960) イソタ
ナグモ*. 勝岡町白石ノ鼻 (3juv.，2011.9.27,
NT; 1 juv., 2011.10.22, 石川春子; 1♂1juv.,
2011.10.27, NT). 【備考】愛媛県新記録.
Dictynidae

ハグモ科

179. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) アシ
ハグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
180. Dictyna foliicola Bösenberg & Strand, 1906
ヒナハグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011).
181. Lathys dihamata Paik, 1979 フタカギカレハグ
モ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8,
小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
Amaurobiidae ガケジグモ科

Ctenidae

シボグモ科

170. Anahita fauna Karsch, 1879 シボグモ. 米
野々 (2♀, 2010.6.8, KT). 米野々町愛媛大学
演習林（2♀，2010.7.10，小川遼）.【既】重
信川水系 (リバー 2000); 太山寺，杉立山,
黒 森 山 北 面 ( 鶴 崎 2002); 松 山 城 山 ( 鶴
崎・山本 2009).
Agelenidae タナグモ科
171. Agelena opulenta L. Koch, 1878
コクサグモ.
【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リ
バー 2000); 福見山, 福角町正八幡神社, 奥
久谷 (鶴崎 2002).
172. Agelena silvatica Oliger, 1983 クサグモ. 【既】
福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 高
縄 山 ( 植 村 1939); 重 信 川 水 系 ( リ バ ー
2000); 興居島馬磯漁港 (鶴崎 2002). 中島
大串 (鶴崎ら 2011).
173. Tegenaria domestica (Clerck, 1758) イエタナ
グモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).
Cybaeidae ナミハグモ科

182. Coelotes decolor Nishikawa, 1973
ウスイロ
ヤチグモ.【既】北条立岩米之野立岩ダム (鶴
崎ら 2011).
183. Coelotes exitialis L. Koch, 1878 クロヤチグ
モ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
184. Coelotes personatus Nishikawa, 1973
カメ
ンヤチグモ. 【既】引地山 (鶴崎 2002).
185. Iwogumoa insidiosa L. Koch, 1878 シモフリ
ヤチグモ.【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 小
坂町, 居相町伊予豆比古命神社 (鶴崎
2002).
186. Pireneitega luctuosa (L. Koch, 1878) メガネ
ヤチグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000),
小坂町 (鶴崎 2002).
187. Tegecoelotes corasides (Bösenberg & Strand,
1906) ヤマヤチグモ*.【既】高縄山 (植村
1939).
Titanoecidae ヤマトガケジグモ科
188. Nurscia albofasciata (Strand, 1907) ヤマトガ
ケジグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000),
持田町 (鶴崎 2002).
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Miturgidae ツチフクログモ科
189. Cheiracanthium eutittha Bösenberg & Strand,
1906 アシナガコマチグモ. 【既】重信川水
系 (リバー 2000).
190. Cheiracanthium japonicum Bösenberg & Strand,
1906 カバキコマチグモ. 【既】重信川水系
(リバー 2000), 太山寺 (鶴崎 2002).
191. Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand,
1906 ヤサコマチグモ*. 米野々町愛媛大学演
習林 (1♂, 2010.7.10, 小川 遼).【備考】愛
媛県新記録.
Liocranidae ウエムラグモ科
192. Itatsina praticola (Bösenberg & Strand, 1906)
イタチグモ. 【既】福角町 (高橋 1939 —鶴
崎 ・ 小 林 2011); 重 信 川 水 系 ( リ バ ー
2000); 杉立山, 松山城城山 (鶴崎 2002).
Clubionidae

フクログモ科

193. Clubiona deletrix O. Pickard-Cambridge, 1885
マダラフクログモ*. 【既】余戸中 (新海・
谷川 2008).
194. Clubiona japonica L. Koch, 1878 ヤマトフク
ログモ. 【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011).
195. Clubiona jucunda (Karsch, 1879) ヤハズフク
ログモ. 米野々(1juv., 2010.6.8, KT). 【既】
重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 護国神
社, 福見山 (鶴崎 2002).
196. Clubiona kurilensis Bösenberg & Strand, 1906
ヒメフクログモ..【既】重信川水系 (リバー
2000). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
197. Clubiona lena Bösenberg & Strand, 1906 ト
ビイロフクログモ.【既】引地山 (鶴崎 2002).
198. Clubiona pseudogermanica Schenkel, 1936 カ
ギフクログモ*. 【既】余戸中 (新海・谷川
2008)
199. Clubiona vigil Karsch, 1879 ムナアカフクログ
モ. 米野々 (1♀亜成体, 2010.6.8, KT).【既】
重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎
2002).
Corinnidae ネコグモ科
200. Castianeira shaxianensis Gong, 1983 オビジガ
バチグモ*.【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
【備考】詳細は鶴崎・小林 (2011) を参照.
201. Orthobula crucifera Bösenberg & Strand, 1906
オトヒメグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松
尾進).【既】重信川水系 (リバー 2000). 御
幸寺山 (鶴崎 2002). 北条:上難波恵良神社.

立岩米之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).
202. Phrurolithus claripes (Dönitz & Strand, 1906)
イナズマウラシマグモ*. 【既】高縄山 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011 ; 植村 1939).
203. Phrurolithus labialis Paik, 1991 ウスイロウラ
シマグモ*. 【既】城山町 (小松 2009).
204. Phrurolithus nipponicus Kishida, 1914 ウラシ
マグモ*. 【既】高縄山 (鶴崎ら 2011).
205. Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1969 ヤバネ
ウラシマグモ*. 【既】福角 (鶴崎・小林
2011); 北条鹿島; 中島町中島大浦 (鶴崎ら
2011). 【備考】本種については鶴崎・小林
(2011)を参照．
206. Trachelas japonicus Bösenberg & Strand, 1906
ネコグモ. 米野々 (1♀， 2010.6.8，KT). 米
野町愛媛大学演習林 (1♂1♀, 2010.6.8, 小川
遼; 1♀, 2010.7.10, 小川 遼). 【既】北三方ヶ
森 (鶴崎 2002). 北条笹ヶ峠 (鶴崎ら 2011).
Gnaphosidae ワシグモ科
207. Drassodes serratidens Schenkel, 1963 トラフ
ワシグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
208. Drassyllus sanmenensis Platnick & Song, 1986
エビチャヨリメケムリグモ. 【既】重信川水
系 (リバー 2000).
209. Drassyllus sasakawai Kamura, 1987 ヤマヨリ
メケムリグモ.【既】引地山山頂 (鶴崎 2002).
210. Gnaphosa kompirensis Bösenberg & Strand,
1906 メキリグモ.【既】重信川水系 (リバー
2000).
211. Micaria dives (Lucas, 1846) *ヒゲナガツヤグ
モ. 【既】余戸中 (新海・谷川 2008).
212. Odontodrassus hondoensis (Saito, 1939) ヤマ
ト フ ト バ ワ シ グ モ *. 鷹 の 子 町 (1♂,
2010.7.10, 松尾進).【既】余戸中 (新海・谷
川 2008).
213. Sernokorba pallidipatellis (Bösenberg & Strand,
1906) マエトビトンビグモ (= マエトビケム
リグモ).【既】杉立山 (鶴崎 2002).
214. Zelotes asiaticus (Bösenberg & Strand, 1906)
クロチャケムリグモ.【既】重信川水系 (リ
バー 2000). 北条笹ヶ峠 (鶴崎ら 2011).
Selenopidae

アワセグモ科

215. Selenops bursarius Karsch, 1879
【既】太山寺 (鶴崎 2002).
Sparassidae

アワセグモ.

アシダカグモ科

216. Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) アシ
ダカグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000);
小坂町，持田町 (鶴崎 2002).
217. Sinopoda forcipata (Karsch, 1881) コアシダ
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カグモ. 【既】福角山 (鶴崎・小林 2011); 杉
立山, 天山天山神社 (鶴崎 2002).
218. Thelcticopis severa (L. Koch, 1875) カマスグ
モ. 【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
Philodromidae

エビグモ科

219. Philodromus aureolus (Clerck, 1758) コガネエ
ビグモ.【既】重信川水系 (リバー 2000); 福
見山福見寺 (鶴崎 2002).
220. Philodromus auricomus L. Koch, 1878 キン
イロエビグモ. 【既】湯山食場 (鶴崎 2002);
重信川水系 (リバー 2000).
221. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) シ
ロエビグモ.【既】重信川水系 (リバー 2000).
222. Philodromus spinitarsis Simon, 1895
キハダ
エビグモ. 【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011); 杉立山，太山寺 (鶴崎 2002).
223. Philodromus subaureolus Bösenberg & Strand,
1906 ア サ ヒ エ ビ グ モ . 高 縄 山 ( 2♂,
2010.7.10, 小川遼).【既】重信川水系 (リバー
2000); 興居島鷲ヶ巣 (鶴崎 2002).
224. Thanatus miniaceus Simon, 1880
ヤドカリ
グモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
225. Tibellus japonicus Efimik, 1999 シャコグモ.
【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 高 縄 山 ( 植 村 1939); 重 信 川 水 系
(リバー 2000); 杉立山 (1970), 黒森山，引
地山 (鶴崎 2002).
226. Tibellus oblongus (Walkenaer, 1802) ス ジ
シャコグモ.【既】重信川水系 (リバー 2000).
Thomisidae

カニグモ科

227. Bassaniana decorata (Karsch, 1879)
キハダ
カ ニ グ モ . 上 野 町 鎮 守 の 森 (1 juv.,
2011.10.31, 石川和男). 【既】重信川水系 (リ
バー 2000); 護国神社, 奥久谷葛掛五社神
社 (鶴崎 2002). 中島町中島大浦 (鶴崎ら
20 11).
228. Coriarachne fulvipes (Karsch, 1879) コカニ
グモ. 【既】石手寺 (鶴崎 2002), 重信川水
系 (リバー 2000).
229. Diaea subdola O. Pickard-Cambridge, 1885
コハナグモ. 高縄山 (1♀, 2010.7.10, 小川
遼 ). 米 野 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (1♂1♀2juv.,
2010.6.8, 小川遼).【既】重信川水系 (リバー
2000); 黒森山, 北三方ヶ森 (鶴崎 2002). 中
島大串 (鶴崎ら 2011).
230. Ebelingia kumadai (Ono, 1985) クマダハナグ
モ. 【既】水ヶ峠林道 (鶴崎 2002).
231. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ハ
ナグモ.【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉

立山，北梅本町小野谷 (鶴崎 2002). 中島大
串 (鶴崎ら 2011).
232. Lysiteles coronatus (Grube, 1861) アマギエビ
スグモ. 米野々 (12♀, 2010.6.8, KT). 米野町
愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香).
【既】高縄山高縄寺, 福見山福見寺, 引地山，
黒森山 (鶴崎 2002).
233. Misumena vatia (Clerck, 1758) ヒメハナグモ.
【既】重信川水系 (リバー 2000).
234. Oxytate striatipes L. Koch, 1878
ワカバグモ.
【既】重信川水系 (リバー 2000); 久谷町奥
久谷; 葛掛五社神社杉立山 , 黒森山(鶴崎
2002).
235. Ozyptila nipponica Ono, 1985 ニッポンオチバ
カニグモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011);
松山城; 興児島小富士山 (鶴崎 2002). 北条
上難波恵良神社 (鶴崎ら 2011).
236. Pistius undulatus Karsch, 1879 ガザミグモ.
【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 福見山 (鶴崎 2002).
237. Synaema globosum (Fabricius 1775)
フノジ
グモ. 【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・
小 林 2011); 植 村 1939); 杉 立 山 , 福 見 山
(鶴崎 2002).
238. Thomisus labefactus Karsch, 1881
アズチグ
モ. 鷹の子町 (1♂, 2010.7.10, 松尾進).【既】
高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー
2000); 小坂; 興居島 (鶴崎 2002). 中島大
串 (鶴崎ら 2011).
239. Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
トラフ
カ ニ グ モ . 米 野 町 愛 媛 大 学 演 習 林 (1♀,
2010.6.8, 小川遼).【既】杉立山, 黒森山 (鶴
崎 2002).
240. Tmarus rimosus Paik, 1973 セマルトラフカ
ニグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
241. Xysticus croceus Fox, 1937 ヤミイロカニグモ.
米野々 (2♂4♀, 2010. 6.8, KT). 米野町愛媛
大学演習林 (1♂2♀, 2010.6.8, 峰岡明日香).
【既】高縄山 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011), 重信川水系 (リバー 2000), 松山城,
杉立山 (鶴崎 2002).
242. Xysticus hedini Schenkel, 1936 クロボシカニ
グモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
243. Xysticus insulicola Bösenberg & Strand, 1906
アズマカニグモ. 【既】高縄山 (植村 1939).
244. Xysticus saganus Bösenberg & Strand, 1906
ゾウシキカニグモ (= オオヤミイロカニグ
モ). 【既】重信川水系 (リバー 2000).
245. Xysticus trizonatus Ono, 1988 オビボソカニ
グモ. 【既】護国神社 (鶴崎 2002).
Salticidae

ハエトリグモ科

246. Asianellus f'estivus (C. Koch, 1834) ヤマジハ
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エトリ.【既】重信川水系 (リバー 2000).
247. Carrohotus xanthogramma (Latreille, 1819)
ネコハエトリ. 米野町愛媛大学演習林 (1♀,
2010.6.8, 小川遼).【既】福角 (鶴崎・小林
2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山
(1♀, 1970.5.5); 護国神社 (鶴崎 2002).
248. Evarcha albaria (L. Koch 1878)
マミジロハ
エトリ. 【既】福角町，潮見町 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重
信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 奥久谷,
福見山福見寺 (鶴崎 2002).
249. Evarcha fasciata Seo, 1992 マミクロハエトリ
*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小
川遼). 【備考】愛媛県新記録.
250. Hakka himeshimensis (Dönitz & Strand, 1906)
イソハエトリ. 白石ノ鼻 (1 juv., 2011.10.22,
石川春子). 【既】堀江 (鶴崎・小林 2011). 中
島大串セノ鼻 (鶴崎ら 2011).
251. Harmochirus insulanus (Kishida, 1914) ウデ
ブトハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939 —
鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重
信川水系 (リバー 2000).
252. Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
アダン
ソンハエトリ. 【既】重信川水系 (リバー
2000); 小坂町 (鶴崎 2002；鶴崎ら 2011).
253. Helicius cylindratus (Karsch, 1879) コジャバ
ラハエトリ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♀,
2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
254. Helicius yaginumai Bohdanowicz & Proszynski,
1987
ジャバラハエトリ*. 米野町愛媛大学
演習林 (2♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.7.10,
小川遼). 【備考】松山市新記録.
255. Heliophanus flavimaxillis Bösenberg & Strand,
1906 タカノハエトリ*.【既】堀江 (鶴崎・
小林 2011).
256. Heliophanus ussuricus Kulczynski, 1895 ウス
リーハエトリ (= Heliophanus aeneus (Hahn,
1831) チビクロハエトリ). 【既】重信川河
口 (鶴崎ら 2011).
257. Marpissa milleri (Peckham & Peckham, 1884)
オオハエトリ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
258. Marpissa pulla (Karsch, 1879) ヨダンハエトリ.
【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011).
259. Mendoza canestrinii (Nunni in Canestrini &
Pavesi, 1868) オスクロハエトリ. 【既】潮
見 (高橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 重信川
水系 (リバー 2000).
260. Mendoza elongata (Karsch, 1879) ヤハズハエ
トリ.【既】福角 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 重信川水系 (リバー 2000).
261. Menemerus fulvus (L. Koch, 1878)
(=
Menemerus confusus Bösenberg & Strand,
1906)
シラヒゲハエトリ.【既】福角町 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011); 重信川水系

( リ バ ー 2000); 小 坂 町 , 太 山 寺 ( 鶴 崎
2002).
262. Myrmarachne formicaria (DeGeer 1778). タイ
リクアリグモ*. 【既】余戸中 (新海・谷川
2008).
263. Myrmarachne inermichelis Bösenberg & Strand,
1906 ヤサアリグモ. 【既】福角町 (高橋
1939 —鶴 崎 ・ 小林 2011); 高 縄 山 ( 植 村
1939); 重信川水系 (リバー 2000).
264. Myrmarachne japonica (Karsch, 1879) アリ
グモ.【既】福角町，高縄山，道後 (高橋 1939
—鶴崎・小林 2011); 持田町，杉立山 (鶴崎
2002); 重信川水系 (リバー 2000).
265. Pancorius crassipes (Karsch, 1881) アシブト
ハエトリ. 【既】太山寺, 護国神社 (鶴崎
2002).
266. Phintella abnormis (Bösenberg & Strand, 1906)
チャイロアサヒハエトリ.【既】杉立山 (鶴
崎 2002)
267. Phintella arenicolor (Grube, 1861) マガネアサ
ヒハエトリ.【既】福角町 (高橋 1939 —鶴
崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000).
268. Phintella bifurcilinea (Bösenberg & Strand,
1906)
キアシハエトリ. 【既】福角町 (高
橋 1939 —鶴崎・小林 2011).
269. Plexippoides doenitzi (Karsch, 1879) デ ー
ニ ッ ツ ハ エ ト リ . 松 山 市 米 野 々 (2♂2♀,
2010.6.8, KT).【既】福角町 (高橋 1939 —鶴
崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信
川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
270. Plexippus paykulli (Audouin, 1827) チャスジ
ハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・
小林 2011); 持田町 (鶴崎 2002).
271. Plexippus setipes Karsch, 1879 ミスジハエト
リ. 【既】護国神社 (鶴崎 2002); 重信川水
系 (リバー 2000).
272. Rhene albigera (C.L.Koch, 1848) ヒメカラス
ハエトリ*. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 【備
考】愛媛県新記録.
273. Rhene atrata (Karsch, 1881) カラスハエトリ.
【既】福角町 (高橋 1939 —鶴崎・小林
2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山
(鶴崎 2002).
274. Sibianor pullus (Bösenberg & Strand, 1906)
キレワハエトリ.【既】重信川水系 (リバー
2000).
275. Siler cupreus Simon, 1888 アオオビハエトリ
(アカガネハエトリ).【既】福角町 (鶴崎・小
林 2011); 杉立山，松山城 (鶴崎 2002); 北
条鹿島, 中島畑里 (鶴崎ら 2011).
276. Sitticus penicillatus (Simon, 1875) シラホシ
コゲチャハエトリ.【既】重信川水系 (リバー
2000).
277. Synagelides agoriformis Strand, 1906 アメイ
ロハエトリ. 高縄山 (1♀, 2010.7.10, 小川遼).
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【既】重信川水系 (リバー 2000).
278. Synagelides annae Bohdanowitz, 1979 オオ
クマアメイロハエトリ*. 米野々町愛媛大学
演習林 (4♀, 2010.7.10, 小川遼). 【既】福角
町 (鶴崎・小林 2011).
279. Yaginumaella ususudi (Yaginuma, 1972) ウス
スジハエトリ. 米野町愛媛大学演習林
(1♂1♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡
明日香).【既】重信川水系 (リバー 2000); 福
見山福見寺, 引地山 (鶴崎 2002). 引地山南
方皿ケ嶺スキー場林道 (鶴崎ら 2011).
280. Yaginumanis sexdentatus (Yaginuma, 1967)
ムツバハエトリ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
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