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静 岡 県 産 蜂 類 目 録 その 1

池 田 二 三 高
半
編

Lst of Hymenoptera in Shizuoka Prefecture Part l

Fumitaka IKEDAX

静岡県における蜂類の種構成に関して正式に発表されたものはないO編者等は峰類研究に興味を抱くグル

ーブであるが,今回各自の所蔵標本を持ちより、確実に同定された種を基礎として静岡産蜂類目録を作成し

た。この目録中には22科 104属 175種 を収録した。和名,学名及び科・属の排列は主として,北隆館の「原色

昆虫大図鑑Ⅲ」にしたがった。各種に関する記述は,採集地・採集年月日・採集者名 (カ ッコ中の略号)の

順である。標本は各採集者が保存している。各採集者名及びその略号は以下の通りである。

池田二三高 (FI),井上智雄 (TI),大庭俊司 (SO),カロ藤郁雄 (IK),熊 切昭博 (AK),佐野彰彦 (AS),

杉山恵一 (KS),杉本武 (TS),渡辺建司 (KW)。 (ァイウエオ順)

SIRICIDAE キバチ科

1.Xιだssルご′r`″,2 LINNAEUSオ ナガキバチ

静岡市大谷,13.宙 .19Ю ,(KW)。

2 0‐οιι,・ιιsノ″ 0″′σ″S SMITHニ ホンキバチ

裾野市,一 。vii.1執 39,(KS)。 掛川市小笠山,9.宙 ii.19Ю ,(AK)。 静岡市大谷,1l vil.1973,

(KW)。

TEN THREDIDAE ハバチ科

1.Dοι′″′ss″ιブレSι′αル′s SMITH スギナ′ヽバチ

浜松市泉町,19。 iv.1973,(FI)。 浜北市新原,27.iv.1973,(FI)。

2.J′′‐′″4たノαsル J′
‐グεα KRIECIIIBAUMERフ タォビノ`ノミチ

裾野市,一 .宙 i.1969,(Ks,。

3 7′′7涜′‐ι′ο′′sσο′
`r7″

力,αtt MARLATTツ マグロアカハバチ

裾野市,一 .宙 ii.1969,(KS)。

4.7ι′
=ι

/27・″0クノ
“
J MARLATTコ シアキハバチ

磐田市岩井,14.iv.1971,(AK)。

5.■ J77α′ゴαノ″οπグια KLUGニ ホンカブラハバチ

浜松市都田町,23.lX.1973,(FI)。

6.■ιみα′ゴαルgι″sゲ 77/1`′ 7イオα1/1ARLATTセ グロカブラバチ

浜松市都田町,23.ix.1973,(FI)。

7 ■″α72′

“
Sルισ′び′′‐SMITH ハグロハバチ

浜松市都田町,11.宙 .1973,lFI)。

CIMBICIDAE コンボウハバチ科

1. η 。た/7プ OS07″α υグ″
`′

″′′ι LINNAEUS ′ヽ ラアカ ヒラクチハ バ チ

*静岡県農業試験場 静岡市北安東 4丁目17の 1

Shizuoka A gricultural Experiment Station 4-27-l Kita― Ando Shizuoka, 」apan
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富土山 2,5∞ ～2,500223,25.宙 ii.1970,(KS)。

2.2″′οιj″う″″a″′″π′αtt KoNOWナ シアシブ トハバチ

天竜市神沢,13.iv.1972,(AK)。

3.0′′ι″たら物 ″
`″

″π RoHwERォオル ソコンボウノ`バチ

裾野市十里木,16.宙 ii.1959,(KS)。

4.Zttια α力ιお′TAKEUCHIア ケビコンボウハバチ

静岡市湯の森,4.市 .1973,(AK)。 清水市浜石岳,27.V.1973,(IK)。

ARGIDAE ミフシハバチ科

1.ス管 ιp径

`″

α PANZERチ ユ ウ レ ン ジ バ チ

浜松市都田町,21.vi.1973,(FI)。

2.44″ ,J″づ′′s7oLLENHOVEN ル リチユウレンジ

静岡市大谷,18.x.1970,(AK)。 掛川市小笠山,19.市 .1973,(AK)。

ICⅡNEUMONIDAE ヒメパチ科

1.Trο g“s″,ασ滋′ο′・TOSQUINETア ゲ′ヽ ヒメハチ

清水市有度山,28.宙 i.1957,(FI)。 同,22.iv.1958,(FI)。 同,1・ viii.1967,(FI)。

2. C″′α′Э,をαp`ps。′″′s sMITH クロハラヒメバチ

静岡市静岡駅,2.viii.1969,(FI)。 賀茂郡東伊豆町白田,5.ix.1970,(FI)。 静岡市大谷,4.宙 i.

1970,(AK)。 同,25.宙 .1971,(Ks)。 同,29.宙 .1972,(IK)。 同,3.宙 i.1972,(IK)。 同,5.
viii.1972,(KS)。 同,10.宙i.1973,(KW)。 袋井市村松,29.vi.1975,(TI)。

3.G″″ノD,,α ι″α′滋ιο′J″s PANZER′ キヽヒメバ

静岡市富土見峠,17.宙i.1970,(KW)。

4.4π ′々ノノ),,α p"ιιπs sα滋″αs KRIECHBAUMERイ ヨヒメバチ

藤枝市,6.宙 i。 1961,(KS)。 榛原郡川根町家山,12.宙li.1961,(KS)。 静岡市梅ケ島,19～ 20.宙 ii.

1963,(KS)。 榛原郡本川根町大間,23～ 24.宙 H.1963,(KS)。 三島市,一 .宙 ii.1969,(KS)。 磐田市

中泉,23.宙.1970,(AK)。 静岡市大谷,9.宙 i.1970,(AK)。 清水市折戸,19.宙 i.1970,(Ks)。 同

19,viii.1970,(Ks)。 袋井市大門,10.宙 i.1971,(AK)。 静岡市大谷,8.宙 il.1972,(KS)。 同,

11.ix.192,(KS)。 同,30.宙 ii.1972,(KS)。 清水市山原,18.Viii.1972,(KS)。 同,19.viii.

1972,(KS)。 静岡市小鹿,3.x.1972,(KS)。

5.■力″
“
″ο″ιあ′α″s UCHIDAサ キマダラヒメバチ

災津市,10.宙 ii.1861,(KS)。 静岡市大谷,一 .宙 .1970,(KS)。 同,27.宙 .1970,(AK)。 清水市折

戸,19.宙 i.1970,(KS)。 静岡市大谷,29.iv.1972,(A駒 。同,6.v.1973,(KW)。

6.4″ιらゎι″ιs οttιο′″s FABRICIUS シロスジヒメバチ (シ ロオビヒメバチ)

静岡市真富土,29。 ix.1973,(KW)。

7.厖′″んソ sα ´
“

σ′″ι″s TOSQUINETォ オホシオナガバチ

榛原郡中川根町笹間,1.宙ii.1950,(KS)。 清水市有度山,1.宙 .1956,(FI)。 榛原郡川根町家山,12.
viii.1961,(Ks)。 静岡市梅ケ島,16.v.1962,(KS)。 同,19～ 20.宙 ii.1963,(KS)。 静岡市羽鳥,21.
v.1969, 2頭,CI)。 静岡市羽鳥,24.v.1970,(FI)。 静岡市津渡野,6.宙 .1970,(AK)。 静岡市大谷

13.宙 .1970,(KW)。 賀茂郡東伊豆町白田,6.破 1970,CI)o静岡市大谷,5.宙 ii.1971,(KS)。

同,4.宙 .1973,(IKl。 磐田郡水窪町中小屋,9.ix.1973,(KW)。

o.R力yssα ノο2α″α MATSUMURA ジョウザンオナガバチ

榛原謝 |1根町,12.宙 ii.1861,(KS)。
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9・ 5″′″ιι″′=″ Jrα′JS MATSUMURAツ マガロケンヒメバチ

静岡市梅 ケ島,19.宙 ii.1963,(KS)。 同 13.宙 ii.1970,(Ks)。

10.■σ
"′

jσ″%Sα″ι″′αιοr SMITHキアシォナガ トガリヒメバチ

清水市有度山,20.宙 .1956,(FI)。 榛原本り|1根町大間,23.宙 ii.1963,(KF)。 浜松市都田町,4.宙 i.

1967,(FI)。 静岡市大谷,27.vi.1970,(AK)。

11. Jraaノψみyrtrs υルιαιο″ルs JURINE ホシクロ トラグリヒメバチ

静岡市大谷,5.対 i.1970,(AK)。

12.ル″α′″ο″づ″Sノαυοgα施 滋S UCHIDAマダラホソトガリヒメバチ

静岡市大在家,8.宙 i.1970,(FI)。

13.E″ッι,ッ●″%S“ガιο′ο′UCHIDAキイロトガリヒメバチ

清水市有度山,20.宙。1957,巣 より羽化,(FI)。

14.Dブ r″ο″οι%sp%ψ %′

`Sσ
ι″S SMITHム ラ サ キ ウ ス ア メ バ チ

賀茂郡東伊豆町白田,16.宙 ii.1958,(FI)。 同,5.破 .1970,(FI)。 静岡市竜爪山,30.宙 i.1972,

(KS)。

15.H″ら
"″

yα ガぉ Jグゴαιο7‐ SMITHコ ンボウアメバチ

清水市草薙,12.iv.1973,(TS)。

16.Hαンο″ノπん″οs WESMAELマ ツケムシヤ ドリコンボウアメバチ

榛原郡り|1根町家山,12.viii.1961,(Ks)。 南伊豆町石廊崎,14.v.1962,(KS)。 静岡市梅ケ島,19・

viii.1963,(KS)。 静岡市足久保,2.x.1970,(KW)。 静岡市竜爪山,30.宙 i.1972,(KS)。

:7.´″οルSら″οω″″ASHMEADキ オビコシブ トヒメバチ

磐田市見付,5。 x.1972,(KW)。 袋井市村松,1.宙 .1975,(TI)。

BRACONIDAE コマユノ`チ科

1・

こT"οられιο″ノοたολα′,,α′″sFs CAMERONヨ コノ`マコマユバチ

榛原郡り|1根町家山,12.宙ii.1961,CS)o磐 田市見付,25,iX.1972,(KW)。 静岡市大谷,5.vii.
1973.(KW)。 同,10.宙i.1973,α W)。 同,12.宙 i.1973,6W)。 磐田市桶ケ谷沼,14.宙 i.1973.

(AK)。 袋井市村松,21.破 .1975,(TI)。

2.E″″
"ら

″αιο″ら′ιυ′ι′′ιら″′恥「ATANABE ヒメウマノオバチ

天竜市相津,3 v.1971,(AK)。 静岡市平山,3.v.1972,(AK)。

3.″λグα″ια″グ″́ οsιο″SCOPOLI ハネグロアカコマユバチ

磐田市森本,26.宙 i.1973,(AK)。

LEUCOSPIDAE シ リアゲコノ`チ科

1.ιιπσοspJsノ″
""WALKERシ

リアゲコバチ

清水市 日立町,1.vili.1956, 2頭 ,(FI)。 静岡市大在家,3.viii.1970,(FI)。 静岡市新田,8.宙 i

1973,(IK)。 浜松市都田町,2o.vi.1975,2頭 ,(FI)。 同,22.宙 .1975, 2頭,(FI)。

2.L`″ιοψJs οたJ″αω″が′s MATSUMURAオ キナワシリアゲコバチ

清水市,5.宙 i。 1970,(KS)。    ′

CHALCIDIDAE アシプ トコノ〈チ科

1.B“
“

ソ73″′αοらscz″αrα WALKERキ アシブ トコバチ

浜松市都田町,3.宙 ii.1975,(FI)。

2.B″″ッ″″″α′πゴ″″ια LINNEハ エヤ ドリアシブトコバチ

富土市久沢,10.ix.1969,(AS)。 袋井市大門,5.vi.1971,(AK)。 静岡市大谷,8.宙 .1973,(lK)。
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磐田市森本,26.vii.19",(AK)。

3.3′ηελy″ιι″Jα ノο′,S`0ノ 0″ら″ DuFOURア カアシブトコバチ

藤枝市,22.宙 ii.1963,(SK)。 磐田市見付,8.宙i.1972,lKW)。 静岡市大谷,18。 x.1973,lKW)。

PODAGR10NIDAE ォナガアシブ トコノヽチ科

1.Pα″g″″ο″,1″ ό″Jι

“
″,HABUオ ナガアシブトコバチ

静岡市大谷,2.iv.1971,(AK)。

SCOLHDAE ッチノ`チ科

1.G″ιps。′′ι′′・ぉ g′οssα FABRICIUSオオハラナガツチバチ

静岡市小鹿,一・ iX.19η ,α S)。 富土市久沢,一・ X.1972,は S)。

2.G″ψsο″ι″ゴs sσ レ′ιレ ssゲ BETREM′ ラヽナガツチバチ

清水市有度山,1・ vili.1957,(FI)。 消水市折戸,2.宙 ii.1957, 2頭 ,(FI)。 静岡市小鹿,一 iX.19

Ю,lKS)。 小笠郡大東町千浜,26,iv.1973,(AK)。

3.Cα′′́ sο 222′ r′ Sク‐′5′″́
`た

α SMITHキ ンケハラナガツチバチ

藤枝市東益津,10・ 宙ii.1961,(KS)。 浜松市都田町,6.ix.1966,(FI)。 富土市吉永, 20.ix.1966,

(AS)。 同,21.ix.19CC,(AS)。 同,24.ix.1966,(AS)。 同,24.破.1967,(AS)。 富土市岩本山,

1.v五 .1967,(AS)。 同 ,7.x.1967,(AS)。 富土市 八 ケ窪 ,23,v五 .1967,(AS)。 三島市 ,一・ Vi五.1

959,(KS)。 富土市 久沢 ,13.市 .1969,(AS)。 同 ,24.宙 li.1970,(AS)。 1.X.1970,(AS)。 賀茂

郡東伊豆町白田,5.ix.1970,tFI)。 静岡市久能尾,15.ix.19η ,(FI)。 静岡市大谷,5。 ix.19Ю ,(K

W)。 同,5.x.1970,CW)o同 ,2.ix.1972,(IK)。 同,30.ix.1972,(AK)。 同,1.x.192,(A
K)。 同,10・ X.1972,(IK)。 天竜市下百古里,1.X.1972,(AK)。 沼津市門池,10.X1972,OK)o

静岡Tに 大谷,14.宙 .1973,lKW)。 静岡市渡下村,26.宙五.1973,6W)。

4.Cα ′″ Sο
'″

″FS α″ :″ ′′′α FABRICIUSヒ メ ハ ラ ナ ガ ツ チ バ チ

清水市 日立町,25.宙 i.1961,(FI)。 三島市,6.v五i.1961,lICS)o浜松市都田町,5.破.1966,(FI)。

清水市有度山,12.iv.1967,CI)。 同,12,v.1967,(FI)。 三島市,一・宙ii.1969,(KS)。 富土市岩

本山,18.宙i.1967,(AS)。 同,2.宙ii.1967,(AS)。 同,5.宙 ii.1967,(AS)。 同,21.x.1967,(A

S)。 三島市東本町,6.xi.1966,(FI)。 静岡市大谷,9・ x.1970,(AK)。 同,22.市 .1971,(AK)。 同 ,

19.宙 i.1971,αS)。 静岡市小鹿,3.x.1972,CS)。

5,S"″α οι
“

Jαια MATSUMURAキ オビツチバチ

清水市有度山,6.宙五.1960,(FI)。 藤枝市,6.宙五.1961,lKS)。 焼津市,10・ viii.1961,(KS)。 榛原

郡本り|1根町大間,23.宙ii.1963,(KS)。 富土市岩本山,2.宙ii.1967,(AS)。 同,5.宙 ii.1967,(A

S)。 富土宮市大中里,17,宙ii.1967,(AS)。 三島市,一・宙ii.1969,tKS)。 清水市折戸,7.v.1970,

lKS)。 静岡市久能尾,2.宙ii.1970,2頭 ,CI),静岡市大谷,23.宙i.1972,(lK)。

6.Sσοιlα ′″ο″′ια SMITHオオモンツチバチ

清水市有度山,22.宙i.1956,(Fl)。 消水市日立町,6.宙 ii.1956,CI)。 同,29.宙 i.1958,(FI)。 清

水市有度山,2.宙i.1959,(Fl)。 同,21.vii.1959,FI)o富 土市吉永,7.vili.1966,いS)。 富士市

岩本山,28,v".1967,(AS)。 三島市,一・宙il.1966,(AS)。 袋井市大門,10.宙 i.1971,(AK)。 静

岡市大谷,15.宙 i.1971。 (KS)。 同,1.宙i.1972,(KS)。 同,10,宙i.1972,(AK)。 同,19・ 宙i.19

72,(KS)。 同,4.宙五.1972,lKS)。 同,8.宙ii.1972,CS)。 浜松市中田島,14.宙ii.1974, 4頭
,

(FI)。 浜松市都田町,2.宙五.1975,(FI)。

7.Sιοιブαらお″Jο″グια FABRICIUSコ モンツチバチ

榛原郡中川根町笹間,5.宙 ii。 1952,(KS)。 富士市吉永,7.宙 ii.1966,(AS)。 富士市岩本山,28.宙 i.

1967.(As)。 同,28.ix.1968,(AS)。
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8.Sc・ο′fα ヵ sσブ″αια SMITH アカスジツチバチ

富士宮市青見,29.宙ii.1968,(AS)。 静岡市大在家,6.宙 .1969,(FI)。 裾野市,25,vii.1970,(K

S)o熱海市上多賀,11・ 宙五.1970(FI)。 静岡市久能尾,15.破.1970,(FI)。 小笠郡大東町千浜,18.

vii.1972,(AK)。

TIPHHDAE コッチパチ科

1.■イν′′″οsα ″′g′・の物scFαια YASUMATSU アリバチモ ドキ

清水市有度山,6.宙 ii.1956,(FI)。 裾野市十里木,一・宙ii.1969,(KS)。 浜松市都田町,2.宙i19

75,(FI)。

2.Tipλ′α Lα″グsι rFα″α AILEN et JAYNEsオ オクロツチバチ

裾野市,一・ 宙ii.1969,(KS)。

3.rt,みゴα αιι′″れ,,α′Js ROHWERア キクロツチバチ

裾野市,一 .v五 i.1969,lKs)。

4.ri,たゴαp″〃′ガαυ
“
τ RoHWER マメコガネバチ

清水市 日立町,6.宙五.1956,(FI)。 同,5.x.1956,(FI)。 清水市有度山,10。 破.1959,(FI)。 静岡市

北安東,30.破 .1970, 2頭 ,(FI)。 23.破 .1971,(FI)。 浜松市都田町,20.x.1971, 3頭,(FI)。 同・

1.対 .1971,(FI)。 周智郡森町三倉,24.宙i.1974,(SO)。

MUTILLIDAE ア リバ チ科

1.■々″′′α′″たαグο CAMERONミ カ ドアリバチ

静岡市勘行峰下,18.宙i.1970,(AS)。 静岡市六郎木,19 宙i1970,(AS),静 岡市梅ケ島,22.vii.

1970,(AS)。 裾 野 市 ,一 ・ 宙 五 .1970,CS)。

2.Sc″α″″′ο″グ′′αα″αιsσ′″s SMITH トゲムネアリバチ

袋井市村松,1・ 宙.197b,(TI)o

3.■″″′′α′″s″ゴαιοr SMITH フタホシアリバ

清水市日立町,13.宙 i.1956,(FI)。 清水市有度山,29.宙 i.1957,(FI)。 藤枝市,6.宙ii.(KS)

4.'″σ′ο″yr′π
`′

ιωJs′ MICKELヒ トホシアリバチ

清水市日立町,17.宙ii.1956,(FI),榛 原郡本りll根町大間,23.宙 ii.1953,(KS)。 浜松市都田町,11.

vili。 1966,(FI)。 富士宮市明星山,1.宙.1968,(AS)。

TRIGONALIDAE ヵギパラパチ科

1.Pο′ιJ′οgο′7αιοsノα5″αια STRAND キスジセアカカギバラバチ

静岡市羽鳥,21.v.1969,(FI)。 静岡市十枚山,1.宙 i.1973,(lK)。 静岡市梅ケ島,15.破.1973,(FI,。

CΠRYSIDIDAE セィポウ科

1.C/2り sJsゴ g′ιJια LINNE ヨツバセイボウ (リ ンネセイボウ)

清水市 日立町,22.宙i.1956,CI)。 同,28.宙 i.1958,(FI)。 藤枝市倉田,4・ 宙.1960,(KS)。

2.0,メガSたοttαοん′TSUNEKI コマチヨツバセイボウ

磐田郡佐人間町神妻,4.viii.1973,(AK)。 周智郡森町三倉,24.宙 i.1974, 3頭 ,(SO)。

3.Cルッsグsψ′ι′
'あ

あ〃α RossIッ マムラサキヨツバセイボ ウ

富士宮市大中里,2.宙 ii.1967,(AS)。 浜松市都田町,22.v.1973,(FI)。 小笠郡大東町千浜,2.宙 ii.

1973,(AK)。

4.CルッsJ∫ ″ら,‐´ygα TSUNEKI ツマアカヨツバセイボウ

榛原郡中川根町笹間,13.ix.19∞ ,6S)。
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5.C/7ryS′ Sメおί ι′:″ FS BRULLEク ロバネヨツバセイボウ

磐田市見付,25.宙 i。 1972,(KW)。 同,30.宙 ii.1972,(KW)。 同,20.宙 ii.1973,(AK)。

6.C″ッsグs滋∫ια FABRICIUS ミドリイツツバセイホウ

清水市 日立町,24.宙 i.1956,(Fl)。 榛原郡中川根町笹間,13.ix.1960,6S)o静 岡市大谷,7.宙 i.

1971,(KS)。 清水市折戸,14.宙 .1972,(KS)。 小笠郡大東町,1.宙 i.,巣 より羽化,(FI)。

7.Cルッsグssみα隻ヵαグι″Sお SMITH イラガイツツバセイホウ

富士市依田橋,12.宙 i.1967,(AS)。 富士市久沢,10.宙 i.19(8,(AS)。 清水市草薙,5.宙 i.1972,

(TS)。 同,1.宙i.1973,(IK)。 同,1・ 宙i.1973,(lK)。 同,18,宙.1973,(lK)。 静岡市大谷 ,1～ 1

0.宙i.1973,5頭 ,(AK)。

8.Sr′め″″ιのr,`″ ,・″′′ιψ′ι′″化レ″′F.,ノ″ヵ′2Jご
“
′″TSUNEKI オオセイボウ

浜松市都田町,19.宙 .1966,(Fl)。 同,1・ iX.1966,(FI)。 同,14.破 .1969,(Fl)。 同,11.ix.1971,

(FI)。 同,14.破.1971, 2頭 ,(FI)。 同,2.宙i.1975,(FI)。 同,1.宙 ii.1975,(FI)。 同,1.ix.1

975,(FI)。 「司, 25. ix. 1975,(FI)。

VESPIDAE スズメバチ科

1・ 7ιψα″ια″浅″′α′′ια,2′α′‐ル:グα SMITH スズメバチ (オオスズメバチ)

清水市有度山,21.宙 i.1958,(FI)。 賀茂郡東伊豆町,16.x.1963,11頭 ,(FI)。 同,18.x.1964,(FI)。

静岡市内牧,3.xi.1965,11頭 ,(FI)。 富士市岩本山,19.宙 i.1967,(AS)。 同,26.宙i.1967,(AS)。

同,31p.破 .1967,(AS)。 同,31.x.1967,(AS)。 富士市石井,10.破.1967,(AS)。 富士宮市天母山 ,

25.宙 .1968,(AS)。 浜松市都田町o25.x.1968,lFI)。 静岡市小鹿,1.iX.1970,(KS)。 同,17.ix.

1972,(KS)。 静岡市大谷,13.宙.1970,6W)o同 ,8.vti.1970,(AK)。 同,1.x.1970,(AK)。 同 ,

18.v.1971,(KS)。 同, 2.破 .1972,(IK)。 同, 4.ix.1972,(lK)。  同, 14.x.1972,(lK)。  同, 1

2.宙i.1973,CW)。 引佐郡細江町尉ケ峰,3.x.1972,(TI)。 静岡市諸り||,29.x.1972,(AK)。 静岡

市諸りII,29,x.1972,(AK)。 静岡市真富士山,29.破 .1973,(KW)。 浜北市大平,24.x.1974,(FI)

2. 降 ψαι′ή グrα p″′εヵ″ R.du BUYSSON ヒメスズメバチ

清水市有度山,15.宙 ii.1956,CI)。 浜北市老ケ谷,9・ 宙.1968,(TI)o浜松市泉町,25.ix.1968,

(FI)。 熱海市網代,26.v五 i.1969,(FI)。 静岡市大谷,5.破.1970,(KW)。 同,15.x.1970,lK
W)o浜松市泉町,5.ix.1971.(FI)。 同,17.破.1971, 3頭,(FI)。 同,18.破 .1971.6頭 ,CI)o

磐田市見付,18.宙 i.1972,α W)。 静岡市小鹿,12.破 .1972,lKS)。 静岡市大谷,10.宙 .1972,(K

S)o同, 6.宙i.1972,(AK)。 同,4.x.1972, α S)。 同,10.vi.1973, lKW)。 同,21.宙.1973,(I

K)。 同,22.宙 .1973,6W)。 同,12.宙五.1973,(KW)。 浜松市鴨江,15.宙 .1973,(Tl)o磐 田郡

竜洋町,14.宙 i.1973,(AK)。 島田市鵜田沢,15.ix.1975,(TI)。

3. 7_pα ″α′,ιヵ9クιιフη CAMERONキ イロスズメバチ

富士市岩本山, 18.v.1967,(AS)。 磐田市中泉,29.破.1970,(AK)。 賀茂郡東伊豆町奈良本,4.ix.

1970,(FI)。 静岡市大谷,6.宙 i.1972,CS)。 浜松市和合町,24.破.1972,21頭 ,(FI)。 磐田郡水窪町 ,

9。 ix.1973, lKW)。 裾野市十里木, 16.破 .1973,(AK)。 静岡市梅ケ島,15.破 .1973, 4頭 ,(F
I)o静岡市十枚山,2.x.1973,(IK)。 周電郡森町三倉,24.宙i.1974, 2頭 ,(SO)。 浜北市大平,2
8.x.1974,(FI)。 磐田市中泉,3.x.1975,(Fl)。

4.7′ψα ι″ι′ο LINNE モンスズメバチ

藤枝市,一 .viii.1952,(Ks)。 清水市有度山,19.宙ii.1956,(FI)。

5. yιψα α′α′Js′πs“′α″ゴs DALLA TORRE コガタスズメバチ

清水市有度山,24.宙 ii.1956,(FI),同 , 7.宙五.1958, lFI)。 同,28.vi五 .1959,(FI)。 焼津市,

10.vili.1961,α S)。 賀茂郡東伊豆町白田, 18.x.1964,22頭 ,(FI)。 富士市岩本山,27.宙 .1967,

(AS)。 同,30.ix.1967,(AS)。 小笠郡菊川町,3.xi.1968, 5頭,(FI)。 静岡市久能尾,15.ix.19
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70.CI)o静 岡市大谷,一 .V.1970,(KS)。 同,25.v.1971,(KS)。 同,宙 .1971,lKS)。 同,5.ix.

1972,(KW)。 同,14.x.1972.(IK)。 同,27.x.1972,(AK)。 同,29.x.1972,(AK)。 同,7.宙 i.

1973,6W)。 同,19.宙 H.1973,(IK)。 富士市岩本山,14.宙 ii.1972,(AS)。 磐田市見付,18.vil.

1972,(KW)。 磐田郡豊岡村,2.x.1972,(AK)。 静岡市小鹿,12.ix.1972,CS)。

6.7ω″ι′αルtC・ Js′ CAMERONク ロスズメバチ

清水市有度山,28.宙 .1958,(FI)。 同,1.Xi.1959,(FI)。 同,3.xi.1959,(FI)。 藤枝市,30.lii.

1960,(KS)。 清水市有度山,10・ X.1965,lFI)。 同,2.xi.1965,CI)。 富士宮市源道寺,5.v.196

7,(AS)。 富士宮市淀川,5.v.1967,(AS)。 富士官市大中里,16.宙 i.1967,(AS)。 富士市須津川 ,

4.viii.1967,(AS)。 裾野市十里木,16.宙ii.1967,(As)。 富士官市佐折,26.宙 ii.1967,(AS)。 宮

士市岩本山,17.x.1967,(AS)。 浜松市上島,8.市 .1968,(TI)。 富士市依田橋,6.v.1968,(AS)。

浜松市三町,9.宙 .1968,(FI)。 浜松市都田町,24.破 .1968,CI)。 富士市岩本山, 15 x.1968,(A

S)o富士市久沢,24.xi.1968,(AS)。 静岡市久能尾,7.ix.1969, 3頭 ,CI)o静岡市崩野,21.ix.

1969, 2頭 ,(FI)。 賀茂郡天城山八丁池,5.宙 ii.1970, 2頭 ,lFI)。 静岡市大谷,30.ix.1970,lK

W)o同 ,9.x.1970,(AK)。 小笠郡菊川町下内田,3.対 .1970, 2頭,(FI)。 静岡市大谷,18.xi.197

o,(KW)。 同, 3.対 i.1970,(AK)。 同,5.xii.1970,(AK)。 同,11.v.1972,(IK)。 磐田市見付,

3.v.1972,CW)。 静岡市大谷,24.v.1972,6S)。 清水市山原,18.宙五.1972,α S)。 静岡市足久

保,21.x.1972,(IK)。 静岡市小鹿,18.x.1972,lKS)。 同,23.x.1972,(KS)。 静岡市大谷,2
対i.1972,(IK)。 静岡市十枚山,1.宙 i.1973,(lK)。 静岡市大谷,18.x.1973,lKW)。 小笠郡大東町

小笠山,16.対 i.1973,(FI)。 磐田市桶ケ谷沼,15.宙.1974,(FI)。

7.yιψ%あ ′‐イa sa/2″ ι″ε″ RODOSZKOWSKIツ ヤクロスズメバチ

富士官市富士山登山道 (1合 5勺 ),30.宙 i.1967,(AS)。 裾野市十里木,16.宙 ii.19“ ,(AS)。 静岡

市阿倍峠,18.宙 i.1970,(KW)。 同,23.宙i.1970,(AS)。 富士宮市毛無山(金山沢),18.宙 i.1972,

(AS)。 静岡市井りll,24.宙 i.1973,αW)。

o.7′,′
“
′αα″S″グα

“
PANZERヤ ドリスズメバチ

裾野市十里木,16.宙ii.1967,(AS)。

9・ 力

"″

あ pαιJ夕 rα BIRULAシ ロオビホホナガスズメバチ

富士宮市毛無山(金山沢),18.宙 i.1972,(AS)。

lo.Pο′′sιιs″ο″みπιジ んにιαグVECHT キアシナガバチ

藤枝市西益津,25.宙 i.1951,CS)。 清水市日立町,23.宙 i.1956,(FI)。 清水市有度山,4宙 ii.1"わ ,

(Fl)。 賀茂郡東伊豆町白田,17.宙ii.1956, 2頭 ,(FI)。 清水市有度山,20.宙 ii.1957,lFI)。 浜松

市都田町,4.宙li.1966,(FI)。 富士宮市青見,15.x.1966,(AS)。 富士宮市大中里,16.宙 i.1967,

(AS)。 富士市岩本山,20.市 .1968,(AS)。 富士市須津川,3.v.1968,(AS)。 浜松市三町,9.vi.19

68,(TI)。 静岡市久能尾,2.宙五.1970,CI)o静 岡市小鹿,一・ iX.1970,区 S)o静岡市大谷,一 .

ix.1970,(KS)。 同,5.破 .1970,lKW)。 清水市日立町,10.X.1970, 3頭 ,(FI)。 静岡市大谷,23.i

v.1971,(AK)。 同,26.市 .1971,(AK)。 同.17.v.1971,(KS)。 伊東市八幡野,5.ix.1971,(F

I)o静岡市大谷,4.v.1972,(IK)。 同,24.v.1972,(KS)。 同,8.v五 .1972,(IK)。 富士市岩本山,

13.宙i.1972,(AK)。 静岡市大谷,18.宙 i.1972,(IK)。 清水市梅ケ谷,28.宙 ii.1972,lKS)。 静岡

市大谷,12.ix.1972,(IK)。 同,解・X.1972,(AK)。 浜松市都田町,29.宙 i.1973,lFI)。 静岡市梅ケ

島,15.ix.1973,2頭 ,lFI)。 浜北市森林公園,20.v.1974,(FI)。 浜松市都田町,3Cl ix.1974,(FI)。

11.Pο′Jsた sプα漁所gαι DALLA TORRE セグロアシナガバチ

藤枝市,∞・宙i.1951,(KS)。 同,20.宙 ii.1951,lKS)。 同,一 .市 .1952,(KS)。 清水市日立町,12
viii.1956,lFI)。 清水市有度山,18.宙五.1956, 2頭 ,(FI)。 清水市有度山,14.x.1956,lFI)。 同,

1.viii.1957,CI)。 藤枝市,8.宙 .1961,lKS)。 同,30.宙.1961,CS)o同 ,8.宙五.1961,lKS)。

焼津市,10.宙五.1961,lKS)。 藤枝市東益津,8.x.1961,(KS)。 浜松市都田町,5。 ix.1966,lFI)。
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富士市岩本山,27.宙 .1967,(AS)。 富士市大中里,26.宙i.1967,(AS)。 富士宮市青見,15。 x.196

7,(AS)。 富士宮市岩本山,21.x.1967,(AS)。 富士官市星山,6.市 .1968,(AS)。 富土宮市明星山,

5.v.1968,(As)。 磐田市中泉,14.宙 ii.1968,(AK)。 三島市,一 .宙五.1969,α S)o静岡市羽鳥 ,

24.viii.1969,(FI)。 静岡市慈悲尾,31.宙 ii.1969,2頭 ,CI)o静 岡市久能尾,7.破.1969,(F

I)。 静岡市籠上,2.xi.1969,(FI)。 磐田市中泉,23.宙.1970,(AK)。 清水市折戸,5.宙 i.1970,(K

S)。 同,10.宙 i.1970,(KS)。 同,19.宙i.1970,(KS)。 静岡市相俣,19・ vil.1970,(FI)。 静岡市

富沢,19・ 宙i.1970,lFI)。 静岡市久能尾,2.宙五.1970, 2頭,CI)o賀茂郡東伊豆町白田,6.ix.19

70, 2頭 ,(FI)。 静岡市久能尾,15.破.1970,(FI)。 静岡 市大谷,1.市 .1971,(AK)。 天竜市二俣,

10.iv.1971,(AK)。 袋井市大門,10.宙 i.1971,(AK)。 静岡市大谷,18 v.1972,(IK)。 同,19.

宙i.1972,(KS)。 清水市山原,19.宙 il.1972,lKS)。 静岡市大谷,11.ix.1972,CS)。 静岡市小鹿 ,

12,破.1972,α S)。 磐田郡佐久間町福沢,5.x.1972,(AK)。 静岡市足久保,21.x.192,(IK)。 静

岡市大谷,27.x.192,(AK)。
12.Pο ZJsι ιs s,:ιι′ι′2′ SAUSSURE コアシナガノヾチ

静岡市梅ケ島,19・ 宙ii.1963,α S)。 富土官市大中里,16.宙i.1967,(AS)。 同,16.宙五.1967,(AS)。

榛原郡本川根町大間,1.破.1968, 6頭 ,(FI)。 静岡市大在家,1.宙 i.1970,(FI)。 静岡市株田,10・

vii.1970,lFI)。 静岡市相俣,19・ 宙i.1970,CI)o静岡市久能尾,2.宙 ii。 1970,CI)o熱海市上多賀 ,

11.viii.1970,(FI)。 賀茂部東伊豆町白田,5.破 .1970,CI)。 静岡市久能尾,15.破 .1970,CI)o天

竜市二俣 阿蔵,11・ 市.1971,(AK)。 静岡市大谷,24.v.1972,(KS)。 静岡市牛ケ峰,29・ 市.1973,

(IK)。 磐田郡佐久間町神妻,4.宙 ii 1973,(AK)。

13.Pο′Jsιιs σ力J′ :ι′:sお α′2ιι′2′ια′J5PEREZ フタモンアシナガバチ

藤枝市,24.iii.1951,(KS)。 同,30.ili.1960,lKS)。 同,6.宙 ii.1951,(KS)。 榛原郡中川根町大

間,23.vi五 .1963,6S)。 浜松市都田町,5.破 .1966,(FI)。 富土宮市淀川,9.宙 i.1967,(AS)。 富土

宮市大中里,25.宙i.1967,(AS)。 富士宮市淀り||,8.x.1967,(AS)。 磐 田市中泉,23.宙 .1968,(A

K)。 同,7.宙 i.1938,(AK)。 同,23.宙i.1938,(AK)。 同,21.x.1958,(AK)。 同, 22.x.1968,

(AK)。 三島市,一・宙ii.1969,(KS)。 静岡市羽鳥,24.宙五.1959,CI)o静岡市田町,31.宙 ii.196

9,CI)o浜北市小松,14,破.1969,21頭,(FI)。 浜北市西ケ崎,14.ix.1969,7頭 ,CI)o静 岡市田

町,27.x.1959,12頭 ,(FI)。 静岡市籠上,2.対 .1939,lFl)。 三島市東本町,6.対 .1969,4頭 ,

(FI)。 三島市大場,6.対 .1939,3頭,CI)o静 岡市北女東,15.xi.1939,5頭 ,(FI)。 静岡市株田,

26.市 .1970,(TI)。 磐田市中泉,21.宙.1970,(AK)。 清水市折戸,5.宙i.1970,(KS)。 同,19・ 宙i.

19Ю,(KS)。 静岡市株田,10・ 宙i.1970,12頭 ,(FI)。 静岡市大谷,13.宙i.1970,CW)o静岡市富沢 ,

19.宙 i.1970, 2頭,CI)o袋井市大門,23.iii.1971,(AK)。 田方郡修善寺町修善寺,11.v.1971,

(FI)。 静岡市大谷,11・ v.1972,(IK)。 同,23.v.1972,(ID。 同,24.v.1972,(Ks)。 同,19・ 宙i.

1972,(KS)。 同,5. 宙ii.1972,(Ks)。 同, 14.宙ii.1972,(KS)。 同, 16.宙ii.1972,(KS)。 同, 1

1.ix.1972,(KS)。 静岡市ノJヽ鹿,11・ 宙il.1972,CS)。 同,23.x.1972,(Ks)。 磐田市見付,21.宙
ii.1972,6W)o浜松市都田町,2.宙i1974,(FI)。

14.Pダ Js′′s′πα″″α″レ″s SAUSSURE キボシアシナガバチ

藤枝市,21.宙.1951,CS)o同 ,8.xi.1952,CS)。 静岡市梅ケ島,19・ 宙五.1963,(KS)。 賀茂郡東

伊豆町片瀬,6.i.1965,13頭 ,CI)。 富土官市淀川,11.宙.1937,(AS)。 富土官市須津川,3.宙五.

1967,(AS)。 宮士宮市青木,15.x.1967,(AS)。 静岡市羽鳥,21.v.1969,CI)O引 佐郡引佐町黒田,

15.宙 .1959,(TI)o静 岡市慈悲尾,1.宙ii.1939, 2頭 ,(TI)o静岡市久能尾,7.ix.1969,(FI)。 静

岡市大谷,13.宙.1970,(KW)。 同,一・破.1970,CS)。 同,30,ix.1970,6W)o同,3.xii.19

70,(AK)。 同,5.xii.1970,(AK)。 静岡市旧俣,19・ 宙i.1970,(FI)。 静岡市久能尾,2.宙五.1970,

(FI)。 賀茂郡東伊豆町白田,5.ix.1970, 9頭 ,(FI)。 田方郡修善寺町神戸,11.v.1971,lFI)。 静岡市
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大谷,15.v.1971,lKS)。 同,17.v.1971,lKS)。 引佐郡引佐町田沢,26.vi.1971,(FI)。 伊東市八

幡野,5・ ix.1971,lFI)。 静岡市大谷,18.v.1972,(lK)。 同,24.v.1972,α S)。 同,3.宙 i.197

2,(IK)。 同 ,18.宙 i.1972,(lK)。 同,12.x.1972,(lK)。 同, 29.x.1972,(lK)。

15.Pο″sι ιs′″ο″グι″s SAUSSURE ヤマトアシナガバチ

藤枝市瀬戸谷,19。 iv.1951,(KS)。 清水市有度山,11・ 宙五.1956,(FI)。 同,21.宙 ii.1956,(FI)。

同,18.x.1956,(Fl)。 同,5.x.1957,(FI)。 同,11・ X.1957,CI)o同 ,知・宙ii.1965,lFI)。

浜松市都田町,1・ ix.1966,(FI)。 富士宮市青見,5.宙 i.1967,体 S)。 同,15,x.1967,(AS)。 富士

市岩本山,20.iv.1968,(AS)。 静岡市羽鳥,21.v.1969,lFI)。 静岡市慈悲尾,31.宙ii.1969, 5頭 ,

(FI)。 磐田市中泉,12.宙 i.1970,(AK)。 静岡市大谷,5.ix.1970,lKW)。 同,30.ix.1970,(KW)。

袋井市大門,10.市.1971,(AK)。 沼津市大瀬崎,12.v.1971, 2頭 ,(FI)。 天竜市二俣阿蔵,11・ iV.

1971,(AK)。 同,13 市.1972,い K)。 静岡市小鹿,24.v.1972,(Ks)。 静岡市大谷,24.v.197

2,(KS)。 同,8.宙 i.1972,(lK)。 同,12.x.(IK)。 同o9・ 宙.1973,(IK)。 浜北市森林公園,20.v.

1974,(FI)。

16.P″″οらめJα υα′Jα FABRICIUS ホソアシナガバチ

榛原郡本川根町人間,23.宙ii.1963,6S)。 富士官市青見,15.x.1967,(AS)。 富士宮市大里,13.

vili.1967,(AS)。 同,17.宙 ii.1967,(AS)。 清水市有度山,2.宙 .1968,(Fl)。 天竜市長沢,3.v.19

69,(TI)o浜松市滝沢,25.x.1968,CI)。 静岡市羽鳥,21.v.1969,CI)o静岡市久能F■,7.ix.

1969,(FI)。 静岡市日向,21.破 .1969,(FI)。 静岡市慈悲尾,24.宙li.1969,CI)o同 ,31.宙li.196

9,(FI)。 静岡市大谷,一 .v.1970,(KS)。 同,13.宙 .1970,lKW)。 同,5.ix.1970,(KW)。 同,24,

x.1970,(AK)。 静岡市中藁科,10。 宙i.19",lFl)。 静岡市相俣,19。 宙i.1970,(FI)。 静岡市小鹿 ,

一.ix.1970,α S)o磐田郡佐久間町,5.x.1972,(AK)。 静岡市牛ケ峰,21.x.1972,(IK)。 静岡市

小鹿,3.x.1972,lKS)。 同,18,x.1972,6S)。 静岡市大谷,12.v.1972,(IK)。 同,18.v.197

2,(IK)。 同, 2・ V.1972, lKS)。 同, 1・ 宙i.1972,(IK)。 同, 12.x.1972,(IK)。 同, 5.宙 i.197

3,(lK)。 静岡市井川,24.v五 i.1973,(KW)。

17.DFSε ο′″
“
sプ″ο″た

“
S PlREZ フタスジスズバチ

清水市有度山,24.宙i.1956,(FI)。 静岡市梅ケ島,19・ 宙ii.1963,rKS)。 静岡市玉川横沢,28.宙 .

1970,(AS)。 静岡市大在家,3.宙 ii.1970,(FI)。 賀茂郡天城山八丁池,5・ viii.1970,CI)o賀 茂郡東

伊豆町白田,5.破.1970,CI)o裾 野市十里木,16.ix.1973,(AK)。

18.E″ 72″ ″′sノ滋た″ι
`ィ

ル DALLA TORRE キボシ トックリバチ

清水市日立町,3.宙 ii.1955,(FI)。 清水市有度山,26.宙i.1958,lFI)。 藤枝市,8.宙 ii.1961,(KS)。

富士市吉永,10.ix.1966,(AS)。 富士市石井,10.ix.1967,(AS)。 清水市折戸,10・ vii.1969,C

S)。 同,19・ 宙i.1970,6S)o静 岡市株田,10,vii.1970,lFI)。 磐 田市森本,26.宙i.1973,(AK)。

静岡市大谷,20.x.1973,lKW)。

19.E′ι″ι′″ιS″″ιro∫c″′ο″″
“
s TOSAWA キアシ トックリバチ

清水市日立町,19.宙ii.1956,CI)o清水市有度山,15.宙 ii.1956,CI)o同 ,20.宙H.1957, 2頭 ,

(FI)。 浜松 市都田町,19.宙 .1966,(FI)。 浜松市三方原町,11・ v.1966,CI)。 同,20.宙 i.1967,

CI)o静岡市大谷,13.宙 .1970,lKW)。 静岡市久能尾,7.ix.19η ,lFI)。 浜松市都田町,7.v.

1971,(FI)。 同,5.破 .1972,lFI)。 静岡市大谷,5.宙 i.1973。

20.動π
`″

sπ′
“

グο CAMERON トックリバチ (ミ カドトツクリ′ヾチ)

清水市有度山,20.vii.1956,lFI)。 清水市日立町,12.宙li.1956,(FI)。 浜松市都田町,19.vi.196

6, 2頭,(FI)。 浜松市三町,9.宙.1968,(TI)o賀 茂郡南伊豆町石廊崎,26.viii.1969,(FI)。 静岡市

日向,21.ix.1966,CI)。 静岡市久能尾,7.ix.1969, 2頭 ,(FI)。 同,2.宙 ii.1970,(FI)。 同,15.
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ix.1970,15頭 ,lFI)。 静岡市丸子,31.v.1970,lFI)。 賀茂郡東伊豆町白田,5.ix.1970, 3頭 ,(Fl)。

静岡市大谷,15.宙i.1970,CW)。 同,5.破 .1970,lKW)。 同,10.宙.1972,(IK)。 同,18.宙 i.

1972(IK)。 同,27.x.1972,(AK)。 浜松市都田町,1・ x.1971,(FI)。 天竜市下百古里,1.x.1972,

(AK)。 磐田市桶ケ谷沼,14.宙 i.1973,(AK)。 同,15.宙 .1974,(FI)。

21.D′′,ιι″ιS W″α′
`グ

SCHULTHESS サムライ トツクリバチ

藤枝市東益津,6.宙 ii.1961,区S)o同 ,8.宙 ii.1961,に S)o同 ,10.宙ii.1961,(KS)。 田方郡土肥

町,16.v.1962,lKS)。 榛原郡本川根町大間,23.宙ii.1963,lKS)。 静岡市梅ケ島,19.宙 li.1963,

(KS)。 静岡市大谷,5.破 .1970,(KW)。 同,8.ix.1970,lKW)。 同,9。 X.1970,(AK)。 同,24.

v.1972,K(S)。 同,10・ 宙.1972,(IK)。 同,18,宙i.1972,(IK)。 同,28.ix.1972,(KS)。 磐田市

兄付,8.宙 ii.1972,α W)。 同,加・宙i.1973,(AK)。 磐 田市桶ケ谷沼,14.宙 i.1973,(AK)。 静岡

市井り||,24.宙 ii.1973,(KW)。 浜松市郡コT,25.ix 1974,(FI)。 同,15。 ix.1975,3頭 ,(F
I)o

22.E′
`′

′′′″ιS″ιεOれια SMITH ス ズ バ チ

清水市有度山,2.宙 ii.1956,(FI)。 焼津市,10・ 宙五.1951,(KS)。 榛原郡本川根町大間,23.宙蒟.19

63,(KS)。 浜松市都田町,5.破 .1966,(FI)。 同,5.宙 .1957,(FI)。 富士市石井,15.宙i.1967,(A

S)。 富士官市大中里,14.宙ii.1967,(AS)。 浜松市都田町,7.市 .1968,(TI)。 同,29.宙 .1968,(T

l)o浜松市米津,6.宙 .1970,(TI)。 清水市折戸,5.宙i.1970,(KS)。 同,19,↓ ii.1970,(KS)。 静岡

市大谷,5.ix.1970,(KW)。 同,9.x.1970,(AKl。 静岡市竜爪山,30.宙i1972,(KS)。 静岡市小

鹿,12.ix.1972,6S)。 静岡市大谷,5.宙 i.1973,(IK)。

23.0"″
`Jsι

′‐οε″〃sグ′ιωSιガ グ′ιωsι′ι′SAUSSURE オオカバフスジドロバチ

清水市有度山,3.宙 ii.1956,(FI)。 藤枝市,6.宙五.1961,(KS)。 焼津市,10.宙五.1961,(KS)。 榛

原郡本り|1根町大間,23.宙 ii 1953,(KS)。 富士官市大中里,16.宙.1967,(AS)。 静岡市羽鳥,21.v.
1969,lFI)。 清水市八坂町,".宙ii.1972,(KS)。 静岡市大谷,1.宙 i.1972,(IKl。 同,3.宙i.1972,

(lK)。 同,18.vii.1972,(IK)。 同,16.宙 .1973,(KW)。 磐田市見付,9.宙五.1972,(KW)。 同,別 .

宙i.1973,(AK)。 浜北市大津,2.宙 i.1973,(AK)。 浜浜市布橋町,5.宙 ii.1975,lFI)。

24.Pα ttαrr/2ノ″σ/2″
“

ο′α7′協″2 SMITH カバフスジドロバチ

清水市日立町,21.宙ii.1953,(FI)。 清水市有度山,18, 宙i.1957,(FI)。 浜松市郡田町,1.ix.1966,

2頭,CI)o富士市岩本,1.宙 i.1937,(AS)。 浜松市都田町,23.宙ii.1968,CI)。 静岡市羽鳥,24.

vili.1969,(FI)。 静岡市株田,10・ 宙i.1970,(FI)。 同,12.vii.1970,(FI)。 静岡市相俣, 3頭 ,19.

宙i.1970,lFI)。 浜松市都田町,1.x.1971,CI)o磐 田市見付,25,宙i.1972,CW)。 同,26.宙 i.

1973,(AK)。 清水市有度山,29.宙 i.1975,(FI)。

25. 0グ y″ι″ιS“″α′力%Sο″ι
“
s FABRICIUS ミカドドロバチ

清水市日立町,31.宙 i.1953,lFI)。 清水市有度山,11.宙 ii.1955,(FI)。 同,19.宙 ii.1956,(FI)。

同,29.宙i.1957,(FI)。 藤枝市,6.宙ii.1931,(KS)。 賀茂郡南伊豆町石廊崎,14.v.1962,(KS)。

榛原郡本川根町大間,23, viii.1963,α S)。 富士市岩本,27.vii.1967,(AK)。 富士市依田橋,5.v.
1968,(AK)。 賀茂郡南伊豆町石廊崎,27.viii.1969,(FI)。 清水市折戸,5.宙i.1970,(KS)。 静岡市

田町,22.宙i.1970,lFI)。 磐田市見付,3.v.1972,(KW)。 同,8.宙i.1972,(KW)。 富士市岩木

山,13.宙i.1972,(As)。 小笠郡大東町千浜,2.宙五.1973,(AK)。

26.0′ノ22ar″ SグαがJσf ROSSIヵ バオビドロバチ

富士市吉永,2.宙 ii.1966,(AS)。 静岡市田穂,28.vi.1970, 2頭 ,(FI)。 静岡市井川,24.宙五.19

73,(KW)。

27.Rん y″ιカルι′″λαι″ο7‐ 7‐LO化″′ιメ戌αブブCAMERONフカイ ドロバチ (シ リアカドロバチ)

藤皮市,10.破.1951,(KS)。 清水市日立町,10.宙li.1953,(FI)。 同,1.宙li.1957,(FI)。 同,25.
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宙i。 1958,CI)。 富士市岩本,1・ 宙i.1967,(AS)。 富士官市淀川,26.宙 i。 1967,(AS)。 静岡市羽鳥,

24.vili.1969, 2頭 ,lFI)。 静岡市株田,10・ 宙i.1970, 2頭 ,CI)o浜 松市都田町,1.x.1971,(F
I)o静岡市大谷,10.v五 .1971,CS)o同 ,19・ 宙i。 1972,α S)。 同,19, v五 i.1972,CS)。 袋井市

村松,22.宙.1975,(TI)。

20.んセ″り″σ″″″′b"″αrgレα″
“
π πJιααο KIRSCH ォオフタオビドロバチ

清水市有度山・ 1・ Vili.1956,CI)。 藤枝市,6.vili.1961,(KS)。 浜松市都田町,25.Ix.1964,CI)。

富士宮市淀りll,26.宙 i.1967,(AS)。 磐田市中泉,3.宙 ii 1968,(Aり 。富士市岩本山,10.x.1968,

(AS)。 静岡市久能尾,7.ix.1969,lFI)。 三島市,一・宙il.1969,に S)o清 水市折戸,5.宙i.1970,

CS)o静 岡市北安東,2Kl.宙 ii.1970,(Fl)。 磐田市中泉,13.破 .1970,(AK)。 静岡市大谷,10.宙 i.

1971,(KS)。 同, 10.宙 .1972,(IK)。 同,4.宙ii.1972,(KS)。 同,5. viii.1972,(KS)。 同, 11.

ix.1972,CS)。 富士市岩本山,7.vil.1972,(AS)。 清水市山原,19.宙li.1972,(KS)。 静岡市梅ケ

島,28.宙ii.1972,(Ks)。 磐田市見付,4.宙ii.1972,(KW)。 同,26.宙 i。 1973,(AK)。 静岡市井川

赤石温泉,24.宙li.1973,(KD。 浜松市三方原町,25.宙.1974,lFI)。 浜松市都田町,25.宙.1974,

8頭,(FI)。 清水市有度山,29.宙i.1975,lFl)。 袋井市法多山,29.宙.1975, 2頭 ,lFl)。 浜松市泉

町,2.宙 i.1975, 2頭 ,CI)o清水市船越,13.宙 i.1975,(FI)。 浜北市森林公園,20.宙i.1975, 3

頭,lFI)。 浜北市内野,21.宙i.1975,3頭 ,(FI)。 浜北市宮口,23.宙 i.1975,2頭 (FI)。 浜松市

米津,26.宙i.1975,(FI)。 浜松市城北,28.宙i.1975,CI)。 浜松市布橋町,5.宙 ii。 1975,CI)。

袋井市村松,10.宙五.1975, 2頭,(FI)。 浜松市葵町,19.宙ii.1975,lFI)。 静岡市小鹿,31.宙 ii.

1975,2頭,CI)o清水市駒越,4.ix.1975,CI)。 袋井市村松,7.ix.1975,CI)。 志太郡大井川町 ,

14.ix.1975,CI)。 榛原郡吉田町,14.ix.1975,lFI)。 同郡相良町,14.破 .1975,lFI)。 同郡御前崎

町,14.ix.1975,lFI)。 小笠郡大東町,14.ix.1975,(FI)。 浜北市森林公園,15,ix.1975,lFI)。 浜

北市小平,15。 ix.1975,(FI)。 浜松市滝沢町,15.破.1975,CI)。 浜松市幸町,10.x.1975,lFI)。

SPHECIDAE ァナ′ヽチ科

1・ 44″ι′工α″ο
`″
α STALセナガアナバチ

清水市旭町,5.宙五.1961,CI)o磐 田市見付,1・ 宙il.1972,(KW)。 磐田市中泉,25.宙i.1973,(A

K)。 同,26,宙i.1973,(AK)。 藤枝市白子,21.宙五.1973,(KS)。

2.Lノαtt J″》οπJεα lwATAミ ツメトガリアナバチ

賀茂郡南伊豆町石廊崎,14.v.1962,(KS)。 田方郡土肥町,16, v.1962,(Ks)。

3.ιゴrJs J″ο″J“ KoHLク ロヒメトガリアナバチ

掛川市小笠山,19.市.1973,(AЮ。静岡市大谷,10.宙 .1973,(IKl。

4.■κんノψ力′″ノψο″′ι
“
S IWATAヌ カダカアナバチ

藤枝市,".宙.1952,CS)。 富士郡芝川町,∞ .市。1973,(KS)。

5.2ιら 'ι
′SSル′″sJs SMITH トガリアナバチ

清水市有度山,1.宙ii.1956,lFI)。 熱海市上多賀,11.宙ii.1970,CI)o磐 田郡竜洋町駒場,14.宙 i.

1972,(AKl。 磐田市見付 9・ 宙ii.1972,(KD。 静岡市大谷,4.宙i.1972,(KS)。 同,5.v五i.1972,

(KS)。 同, 8.宙 ii.1972,(KS)。 同, 16.宙ii.1972,(KS)。 同, 19・ 宙五.1973,(IKl。 同,22.宙五.

1973,(IK)。 同,23.宙 li.1973,(IK)。 磐田市中泉、31.宙i.1973,は Kl。

6.■ 盪 ノ ιS π οル Sιαs SMITH ア カ ア シ トガ リ ア ナ バ チ

清水市有度山,3.宙五。1956,(FI)。

7.Lα′″
“
訪 ″αriα ′rあ″s SMITH クロオオトガリアナバチ

富士宮市大中里,14.宙五.1967,(AS)。 富士市久沢,23.宙 i。 1969,(AS)。

0.Lα rra α%″わι″ガS SMITH アカォビトガリアナバチ
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清水市有度山,11.宙ii.1956,CI)。 清水市折戸,5.宙i,1970,“S)o同,19.宙 i。 1970,α S)。 小

笠郡大東町千浜,23.宙ii.1973,は K)。

9,P′ sο″s′″″′′YASUMATSU オオツヤクロジガバチ

榛原郡中川根町笹問,1959,巣 より羽化,CS)o
10.Pグ sο″′α″ε″ルο″s SHUCKARD ツヤクロジガバチ

静岡市安東,10.宙i.1971,(TS)o

ll. こ、ゅ ο■ゾο″夕́ `ザ
た
“
夕″GussAKOVSKIJ コシブトジガバチモドキ

富士市依田橋,6.iv.1968,(AS)。

12.獨ックο″ノο″οらSο″α′ο″SMITH ジガバチモドキ

清水市有度山,29.宙 i.1956,(FI)。 富士宮市淀川,15.宙 ii.1967,(AS)。 磐田市中泉,14.宙i.196

8,は Kl。 静岡市大在家,28.宙i.1969,CI)o同 ,6.v.1970,CI)o賀茂郡東伊豆町白田,5.ix.19

70,CI)o磐田市見付,3.宙ii.1972,(KW)。 静岡市大谷,23.宙.1973,(KV7)。 浜名郡舞阪町舞阪,

17.宙 i.1973,韓 D。 引佐郡引佐町,加 .v.1974, 2頭,lFI)。

13.4′″2229ρ ん′′αα
`′

π″″″s KOHLミ カドジガバチ

榛原郡中川根町笹間,1959,巣 より羽化,(KS)。 同郡本川根町大間,23.宙五.1963,CS)。 周智郡森町

橘,3.宙.1975,巣 より羽化,(FI)。

14.4″多″″ λF′α ∫αら″′ο餡 グ″メθS″ SMITH ジ ガ バ チ

榛原郡川根町家山,12.宙 ii.1961,(KS)。 静岡市梅ケ島,19.宙五。1963,(KS)。 榛原郡本川根町大間 ,

23・ v面.1963,(KS)。 富士宮市富士山1合 5勺,30.宙i.1967,lAS)。 富士市岩本山,30.ix.1967,

(AS)。 富士市勢子辻,25。 宙i.1969,(AS)。 静岡市羽鳥,24.宙五.1969,lFI))。 裾野市十里木,―・

v面。1969,(KS)。 賀茂郡天城山八丁池,5.v五i.19Ю,CI)o静岡市大谷,9.x.1970,(AKl。 清水市

浜石岳,27.v.1973,lIK)。 島田市鵜田沢,11.v.1975,(Tl)。

15.S`ι′ψた
"″ “

ι222ι″滋″ゴ
“
″ι DRURY アメリカジガバチ

三島市,一 .宙i.1969,6S)o同 ,16, viii.1970,6S)o

16.Sσ
`′
炒み

"″
′″αあ惚,α′α″

“
″ι々 0み′J SICKMANキ ゴシジガバチ

清水市日立町,26.宙 i.1956,lFl)。 同,7.宙ii.1956,(Fl)。 藤枝市,6.宙ii.1961,lKS)。 同,8.

viii.1961,lKS)。 焼津市,10.宙 ii.1961,lKS)。 富士市淀川,15.vii.1967,(AS)。 浜松市都田町,

30.1968,(TI)o賀 茂郡東伊豆町白田,5。 破.1970,CI)o磐 田市中泉,27.宙.1971,ωK)o同 ,25.

宙i.1971,(AK)。 袋井市大門,10・ 宙i.1971,(AK)。 浜松市都田町,3.宙五.1972,(FI)。 清水市山原 ,

11.viii.1972,CS)。 同,19.宙ii.1972,CS)。 磐田市見付,25・ 宙i.1972,CW)。 同,20.宙 i.19

73,(AK)。 静岡市大谷,8.宙 i・ 1972,CK)。 同,19・ 宙i.1972,に S)。 同,8.宙五.1972,lKS)。 同,

22.vii.1973, は りヽ。同, 19・ vili.1973,(IK)。 同,21.宙五.1973,(IK)。

17.Sσ′′″み″ο″′イレ″′SMITH モンキジガバチ

榛原郡本川根町大間,23.v五 i.1963,6S)。 静岡市相俣,19・ 宙i.1970,lFI)。 静岡市梅ケ島,10.宙 ii.

1970,6S)。 同,13.宙 ii.1970,α S)o静 岡市久能尾, 2頭,15.ix.1970,(FI)。 周智郡森町三倉,

24.vii.1974,(SO)。

18.■′′″み
"π

力μ′″Z″,SICKMANN ルリジガバチ

清水市有度山,22.vii.1958,FI)。 同,11.宙 li.1969,CI)o庵 原郡岩渕,19・ vili.196z(AS)。

静岡市大谷,19.宙 i・ 1970,(KS)。 同,19・ 宙i.1972,6S)。 磐 田市見付,17.宙 i.1972,6W)。

19.spルπ αrgι″姥′πs′″οSπS MOCsARYク ロアナバチ

清水市有度山,9.viii.1956,CI)。 同,19.宙 ii.1965,CI)。 浜松市都田町, 2頭,12.破 .1966,

CI)o富士官市大中里,14.宙 ii.1967,は S)。 静岡市大谷,4.宙五。1972,(KS)。 同,8.宙 ii.1972,

(KS)。 同,16.宙 ii.1972,6S)。 同,11.ix.1972,CS)。
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20.母力′″メ″滋″ゴ″′ιん%s STRAND キンモウアナバチ

三島市,一,宙ii.1969,に S)。

21.Spみι″λα′″α″′ゴP`REZアルマンモモアカアナバチ

焼津市,10.宙 ii.1961,6S)o静岡市梅ケ島,19.宙 ii。 1963,αS)。 同,13.宙 ii.1970,6S)o磐 田

郡佐久間町神妻,4.viil.1973,(AK)。 掛川市小笠山,2～ 6.宙 .1975,巣 より7頭羽化,(FI)。 賀茂郡

東伊豆町白田,1.宙 i.1975,巣 より2劇J化 ,(FI)。 周智郡森町橘,5.宙i.1975,巣 より2翻 化 ,

lFI)。

22.動坊ι″″グgι′滋s SMITH コクロアナバチ

清水市日立町,22.宙 .1956,lFI)。 富士官市大中里,12.宙 ii.1967,(AKと 賀茂郡東伊豆町白田,5.

ix.1970,CI)o袋井市大門,10・ 宙i.1971,(AK)。 静岡市大谷,15.宙 i.1971,lKS)。 同,19.宙 i.

1972,lKS)。 同,4.宙 li.1972,α S)。 同,5.宙 ii.1972,CS)。 同,8.宙 ii.1972,6S)。 同,14.

vili.1972,CS)。 同,19・ viii.1972,CiS)o同,21.v.1973,(IK)。 同,11,vii.1973,01マリ。

同,19・ 宙ii.1973,6W)。 浜松市都田町,2.宙 i.1972,(FI)。 同,8.宙 i.1972,CI)。 同,1.宙 i.

1975,(FI)。 磐田市見付,24.宙 i.1972,ほ W)。 同,加 .宙 i.1973,(AKD。 同,26.viil.1973,(AK)。

23.Cο rノ
`SSレ

ι″s′s YASUMATSU フトオビキスジジガバチ

裾野市十里木,一・ 宙ii.1969,CS)。

24.Gο rノιS ιο%S GuSSAKOVSKIJ キスジジガバ

裾野市十里木,一・宙ii.1969,6S)o富士宮市猪ノ頭,18.宙 i.1972,は S)。

25.助 ssο″ ″ Jπαε″″ 滋 sノ″ ル ゴι%S TSUNEKI コ ド ロ バ チ モ ドキ

裾野市十里木,一・宙ii.1969,lKS)。 静岡市梅ケ島,13.宙 ii.1970,6S)。

26.B′″らJσ′″zsたπ″′″ガε
“
s′″)ο″たαS SONAN ヤマ ト′ヽナダカバチモ ドキ

静岡市梅ケ島,19・ viii.1963,(KS)。

27.Bι 722られ πかんοガ
“

SMITH ハナダカバチ

清水市有度山,29.宙 i.1956,CI)。 精水市駒越,29.宙 i。 1956,CI)。

20.Cικ′″ノsαルρヵ scゴαた RossIァ カアシツチスガリ

磐田市見付,8.viii.1972,(KW)。 浜松市都田町,25.宙 i。 1972,(FI)。 同,5.宙 ii。 1974, 2頭,C
I)。 同,27.宙 i.1975.ぐFI)。

29,C″
“

7・ is α″″α″た LINNEキスジツチスガリ

清水市,5.宙 .1970,lKS)。 富士官市麓,18.宙 i.1972,tAS)。

30.C‐
“
″′sっらブι″sお J″ο″j“ AsHMED マルモンツチスガリ

清水市有度山,23.宙 1.1956,lFI)。 同,15.宙 ii.1956,(FI)。 清水市日立町,22.宙 ii.1956,CI)。

富士市岩本山,1.宙 i.1967,(AS)。 富士市大中里,3.宙 i.1967,(AS)。 富士宮市淀川,18.宙 .1967,

(AS)。 三島市,宙 il.1969,6S)o富士官市麓,18.宙 i.1972,(As)。 浜松市都田町,5.ix.1972,

3頭,CI)o磐 田市中泉,31.宙 i.1973,(AK)。 磐田郡竜洋町,3,宙 il.1973,CAK)。

31. Gグ
“
″ごs力ο′ダυαgα KoHLツラ「スガリ

清水市日立町,9.vi五 。1956,CI)。 榛原郡川根町家山,12.宙 ii.1961,任S)。 同郡本川根町大間,23.

viii。 1963,6S)。 静岡市梅ケ島,19.宙 ii.1963,6S)。 浜松市都田町,1.ix.1966,lFI),富 士市岩

本山,1.宙 i.1967,CI)。 富士市大中里,3.宙 i。 1967,は S)。 裾野市十里木,―・宙ii.1969,6S)。

賀茂郡東伊豆町白田,5.破 .1970,CI)o富 士官市麓,18.宙 i.1972,OLS)o磐 田市中泉,31.宙 i。 19

73,(AK)。

32.Gグ
“
″s“″″α″s PEREZ ヒメツチスガリ       '

賀茂郡東伊豆町白田,5.破 .1970,lFI)。 富士市麓,18.宙 i.1972,体 S)。 静岡市井りII赤石温泉,24.

viii.1973,に D。
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33.C"ssο σ′″s″多0″ SrraS″ss“ z″力J′ MATSUMITRA スズキギングチバチ

榛原郡本川根町,23.vili.1963,rS)o

34.E″ιヵ物″グsゲ′′″Jノンο″S PrREZ シロスジギングチバチ

磐田郡水窪町中小屋,9.ix.1973,(KW)。

35.Crαιοん%″′YASUMATSU イヮタギングチバチ

静岡市大谷,5.vii.1973,(AK)。

36.0■
"ι

″S Sι″″′グYASUMASTU ヤマ トトゲムネアナバチ

三島市,17.宙 ii.1962,(KS)。

POMPILIDAE ベ ッコゥバチ科

1・ }s,′οσみ′′ルss“gttα

“
グUCHIDAス ギハラベツコウ

磐田郡佐久間町中部,6.宙li.1973,(SO)o掛りII市小笠山,10.宙 il.1973,(SO)。

2. OЪpゎ″ο″ノ″″οrsa′′s LEPELETIERベ ッコウバチ

藤枝市,一・宙i.1952,(KS)。 同,6.ix.1952,(KS)。 清水市有度山,1.宙 ii。 1956,(FI)。 同,9・

vili.1956,(FI)。 同,12.宙五.1958,(FI)。 藤枝市東益津,10.宙i.1961,CKS)。 同,10,宙五.196

1,(KS)。 静岡市梅ケ島,19.宙五.1963,(KS)。 浜松市都田町,4.v蒟 i.1966,(FI)。 富士市岩本山,

1.宙 i.1967,(AS)。 同,26.宙 ii.1967,(AS)。 同,14.宙 i.1972,(As)。 富市市須津,4.v五i.1967,

(AS)。 清水 市駒越,23.v五 i。 1968,(FI)。 三島市,一 .宙li.1969,(KS)。 清水市折戸,5.v五.1970,

(KS)。 同,10.宙i.1970,(KS)。 同,19.宙 i.1970,(KS)。 静岡市大在家,10.宙 i.1970, 2頭 ,(FI)。

熱海市上多賀,11・ 宙ii.1970,5頭 ,(FI)。 静岡市大谷,17.vi.1971,(KS)。 同,19.宙 i.1972,(K

S)。 同,4.宙 ii.1972,(KS)。 同, 23. viii.1972,(IK)。 同, 10.vii.1973,(KW)。 同,22.宙 ii.1

973,(KW)。 磐田市見付,∞・ 宙ii.1972,(AK)。 同,加 .宙 i.1973,(AK)。 磐田郡竜洋町,14.宙 i.

1973,(AK)。 浜松市都田町,29.宙 i.1973,(FI)。 同,17.ix.1973,(FI)。

3.Mα″οsσグ′sっοみ″′ISHIKAWA キバネ トゲアシベッコウ

静岡市梅ケ島,19.宙 li.1963,α S)。 裾野市十里木,宙 H.1969,(Ks)。 賀茂郡東伊豆町白田,5。 ix.

1970,(FI)。

4.Eψ銘″′ルSJ″″′御α′Js MATSUMURA フタスジベッコウ

裾野市十里木,Vili.1969,(KS)。

5.ん″′″″S“′らο″α″
``s SCOPOLI 

ヒメベンコウ

静岡市大在家,1・ 宙i.1970,(FI)。

6.ん″ι9ク
“
Sゆ

'“
″

`“
′α′

“
s GUssAKOVSKIJ ハナナガヒメベツコウ

静岡市中藁科,12.宙 i.1970,(FI)。

7.2″ らαιο210″ ″Sル滋0′αグゴDALLA TORRE フタ」Eンベツコウ

藤枝市,一・宙i.1952,(KS)。 清水市有度山,20.vili.1956,(FI)。 同,1.宙 ii.1958,(FI)。 熱海市

上多賀,11・ 宙 ii。 1970,(FI)。 磐田市見付,18.宙 i.1972,(KW)。

3.Bα′οzο″′′″sα″″″′α″s FABRICIUS キオビベッコウ

清水市有度山,30.宙 i.1955,lFI)。 同,12.宙 ii.1956,CI)。 清水市折戸,5.宙 i.1970,6S)。 同,

10.宙 i.1970,(KS)。 同,19.宙 i.1970,CS)o静岡市大谷,4.宙 ii。 1972,6S)。 磐田郡竜洋町,3.
vili・ 1973,(SO)。

9.屁″Sy″ο″αrrοgα″s SMITH ォォシロフベッコウ

清水市有度山,14.宙 ii.1956,lFI)。 同,20.viii.1957,lFI)。 藤枝市,8.宙 ii.1961,(KS)。 榛原郡

本川根町大問,23.viii.1963,に S)。 静岡市梅ケ島,19.宙 ii.1963,lKs)。 富士市岩本山,29.宙 i.

1967,(AS)。 富士市大中里,14.宙 ii。 1967,(AS)。 裾野市十里木,16.宙 ii.1967,(As)。 三島市,― .

vili。 1969,(KS)。 裾野市十里木,一 .宙 ii.1969,(KS)。 静岡市羽鳥,4.宙 ii.1969,(FI)。 静岡市大
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谷,5.ix.1970,6W)o静 岡市久能尾,15.破 .1970,CI)o磐 田市見付,9.宙 ii.1972,(KW)。 同 ,

20.宙 i.1973,(AK)。 磐田郡竜洋町,3.宙 ii.1973,(AK)。 磐田郡佐久間町神妻,4.宙il.1973,(A

K)。 同町中部,5.宙 ii.1973,(AK)。 静岡市大谷,18.vili.1973,6W)。

lo.A″″″″s∫α″
'α

″′ι′SIs PALLASオ オモンクロベツコウ

清水市有度山,14.宙 ii.1956,CI)。 焼津市,10・ 宙ii.1961,6S),同 o12.宙 ii.1961,(KS)。 静岡

市梅ケ島,19.宙 ii.1963,6S)。 榛原郡本川根町大間,23.宙 ii.1963,(KS)。 富士宮市天母山,25.宙 .

1967, 2頭 ,はS)o富士市吉永,24.破。196Zは S)o賀茂郡東伊豆町白田,6.iX.1970, 3頭 ,(FI)。

伊東市八幡野,5.ix.1971,(FI)。 静岡市大谷,9,X.1970,体K)。 同,10.宙 i.1971,(KS)。 同,3.

宙i.1972,(IK)。 同,8.宙 i.1972(IK)。 同,5.宙i.1973,(KW)。 浜北市灰ノ木,2.宙 i.1973,(A

K)。 浜北市官口,2.宙 i.1973,(AK)。 磐田市桶ケ谷沼,10・ Vii。 1973,(AK)。 静岡市井川赤石温泉,

24.viii.1973,(KW)。 磐田郡水窪町中小屋,9.破 .1973,(KW)。

11.4″″′ルs ιο″S YASUMATSUア ケボノベッコウ

藤枝市,6.宙 ii.1961,(KS)。

12.Xα″ιル2"ψ″ルα′ι
“

滋 BINGHAMヤ ドリベッコウ

静岡市梅ケ島,20.宙 il.1963,(KS)。 磐田郡佐久間町神妻,4.宙 i.1973,(AK)。 裾野市十里木,16.

ix.1973,(KS)。

13.■%″
"燒

ο″ο″ノ″α′J`″″s SMITH アオスジベツコウ

清水市有度山,4.x.1958,(FI)。 静岡市大谷,10.宙 i.1973,(KW)。 磐田郡竜洋町,14.vil.1973,

(AK)。 同郡水窪町中小屋,9.iX.1973,(KW)。

14.Bα″οzο″ι′ルs παι%′i力ο″S SMITH モンベツコウ

藤枝市,6.vili.1961,(KS)。 焼津市,10・ 宙ii.1961,(KS)。 富士市岩本山,5。 宙五.1967,(AS)。 富

士官市大中里,17.宙 ii.1967,(AS)。 三島市,一・宙ii.1969,(KS)。 富士宮市田貫湖,26.宙 ii.i97

o,(AS)。 静岡市大谷,23.宙 ii.1972,(IK)。 同,19・ 宙ii.1973,(IK)。 同,21.宙 ii。 1973,(IK)。

同,22.宙 ii.1973,(IK)。

COLLETIDAE ミツパチモ ドキ科

1.夏ノα′″S pα″″s BRIDWELL チビハラツヤハナバチ

清水市 日立町,2.宙 ii.1960,CI)o

ANDRENIDAE ヒメハナバチ科

1.4″湯に″α πJ力α′ο STRAND et YASUMATSU ミカドヒメ′ヽナバチ

裾野市,24.v.1970,(KS)。 静岡市梅ケ島,14.iv.1973,(KW)。

HALICTIDAE コハナバチ科

1.Pんο夕α′ο″ι″SSα yα s“″α′S“′HIRASHIMAヤ スマツフシダカコンボウハナバチ

静岡市渡下,26.宙 ii。 1973,(KW)。

2.Nレ″αp″′σ′″zα′α DALLA TORRE アオスジ′ヽナバチ

静岡市大谷,12.x.1972,(IK)。 同,14.x.1972,(IK)。 同,18.宙 ii.1973,CW)。 引佐郡引佐町三

岳山,16.vili.1973,(AK)。

MEGACHILIDAE ハ キ リバチ科

1.E″αψグsらα
“

′JS RITSEMA ハラアカハキリバチヤ ドリ

榛原郡中川根町笹間,5.宙 ii.1952,(KS)。 賀茂郡東伊豆町白田,15.宙五.1958,lFI)。 同,5。 ix.19

70,CI)。
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2.OS″ Jα ′″cαυα′α ALFKENシ ロオビツツ′ヽナバチ

清水市村松原,5。 宙.1957,CI)。 同,16.市 .1957, 3頭,(FI)。 清水市有度山,m.ili.1959,lFI)。

3.Osれグα′α″″s SMITH ッッハナバチ

浜松市頭ダ寺町,2.市 .1970,lFl)。 掛川市小笠山,19・ 市.1973,(AK)。

4.Osπ′α ια
“

iルο″s(RoDOSZKOWSKI)マメコバチ

清水市有度山,26.iii.1957, 2頭 (FI)。

5.Mcgαι″′ι sε″́ ι%″″S SMITH オォハキリバチ

清水市有度山,21.宙 i.1956,CI)。 静岡市梅ケ島,19・ 宙ii.1963,α S)。 浜松市都田町,5.ix.196
6,lFI)。 同,10。 ix.1966,(FI)。 _磐田市中泉,27.宙五.1970,(AK)よ 同,31.宙 ii.1970,(AK)。 賀

茂郡東伊豆町白田,5.ix.1970,lFI)。 磐田市見付,25。 宙i.1972,にη 。静岡市大谷,25.宙 .197

1,(KS)。 同,10.宙 i.1971,(KS)。 1.v.1972,(AK)。 同,8.宙 i.1972,(ID。 同, 18.破 .1972,

(IK)。 同,5。 宙i.1973,(IK)。 静岡市渡下,26.vili。 1973,にD。

6.動しrιたグ′ι″げ″″ε″ル物 ′S COCKERELLネ ジロハキリバチ

清水市日立町,23.宙 ii.1968,CI)。

7.MιgασんJ′ι″″pο″
“

COCKERELLバ ラハキリバチ

藤枝市,25.v.1951,α S)。 清水市日立町,13.宙 ii.1958,CI)。 清水市村松原,28.破 .1958, 2

頭,CI)。 榛原郡川根町家山,12.宙 ii.1961,α S)。 静岡市久能尾,z 破.1969,(FI)。 同,27.vili.

1970,CI)。 静岡市株田,10・ 宙i.1970, 2頭 ,CI)。 同,12.宙 i.1970,CI)。 磐田市中泉,17.宙 i.

1970,(AK)。 静岡市大谷,5.破 .1970,(KW)。 同,8.x.1970,(AK)。 浜松市都田町,7.v.1971,

CI)。 同,13.ix.1971,(FI)。 静岡市大谷,v.1972,(IK)。 同,12.x.1972,(IK)。 同,10.宙 i.19

73,(KlD。 磐田市桶ケ谷沼,14.宙 i.1973,(AD。 静岡市渡下村,26.vili.1973,(KW)。 浜北市森

松公園,20.v.1974,CI)。

3.M●garみJ′ι ιs″賀
“

S′S COCKERELLバ ラハキリバチモ ドキ

静岡市大在家,30.宙 i.1970,lFI)。 賀茂郡東伊豆町白田,6.破.1970,CI)。 静岡市久能尾,15.破 .

1970,(FI)。 磐田市中泉,21.x.1970,(AD。 静岡市大谷,24.iv.1971,(AK)。 同,7.x.1972,(I
K)。 同,5.vii。 1973,α W)。 静岡市小鹿,30.破 .1972,(KS)。 清水市浜石岳,27.v.1973,(IK)。

磐田市見付,26.宙 i.1973,(AK)。 浜松市都田町,4.破 .1973,(FI)。 浜北市官口,13.ix.1973,(F
I)o浜北市内野,26.破 .1973,(FI)。

9.Mcgαιん′′ι力οら′″sゴs COCKERELLキ ヌゲハキリバチ

藤枝市西益津,26.宙 ii.1951,α S)o賀茂郡東伊豆町,5.ix.1970,CI)o磐 田郡豊岡村敷地,2.宙 i.

1973,(AK)。

lo.ル 3々6″′ιs″ια′ら″″ YASUMATSU チビ′ヽキリバチ

清水市有度山,2.宙 i.1959,(FI)。 浜松市泉町,1.宙 i.1974,lFl)。 同,2.宙i.3頭 ,(FI)。 同,6.

vii。  1974, OFI)。

11.M23κ″′ι5ψ Jssπ′α COCKERELL ヒメ′ヽキリバチ

静岡市羽鳥,15.宙 .1969, 2頭,(FI)。 静岡市慈悲尾,31.宙 ii.1969,(FI)。 静岡市株田,10.宙 i.

1970,CI)o静 岡市大在家,13.宙 i.1970,(FI)。 浜北市大平,1,vili.1975,CI)。

12.Mιασみグル 物 ″′s SMITH スミスノ`キリバチ

賀茂郡東伊豆町奈良本,1・ 宙i.1965,Cl)。 同郡同町自田,5.破.1970, 3頭,(FI)。 静岡市大谷,一 ,

ix.1970,(KS)。

13. Cο ι′′
“
りsy″ο″′S MATSUMURA ヤノトガリ′ヽナバチ

榛原郡川根町家山,12.宙 ii.,1961,に S)o静岡市久能尾,7.ix.1969, 2頭 ,(FI)。 同,15.破.197

0,CI)。 静 岡市崩 野,21.ix.1969,(FI)。 賀茂郡東伊豆町白田,6.ix.1970,(FI)。 静岡市久能尾 ,
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15.破.1970,CI)o静岡市大谷,8.宙 ii.1973, 2頭 ,(AK)。 静岡市井川,2.宙 ii.1973,(KW)。

袋井市村松,21.破 .1975,(Tl)。

14. C“′′οπys αε
“
″2i″α′α NYLANDER ヒメトガリノ`ナバチ

静岡市梅ケ島,19.viii.1963,(KS)。 静岡市久能尾,15.破 .1970,CFI)。 静岡市大谷,18.x.1973,

(IK)。

15.Cοι′ゴ
"り

sル″′Sιれ′α SMITH トガリ′ヽナバ

藤枝市, vi.1952,に S)。

APIDAE ミツバチ科

1・ ハb′″
“
滋 ′″ο″′

“
SMITH キマダラハナバチ

藤枝市西益津,21.市 .1951,α S)o同 ,27.市 .1951,にS)o清水市有度山,19.市 .1956,(Fl)。 同 ,

10.iv.1958,CI)。 同,26.v.1959,(FI)。 浜松市都都田町,10.iv.1967,(FI)。 同,7.v.1971,

(FI)。 静岡市大谷,27.市 .1971,(AK)。 同,1・ V.1971,(AK)。 清水市浜石岳,27.v.1973,(IK)。

浜松市志都呂,18.v.1973,CI)。

2.E″′″クψ″′
“
ιψ′S PEREZシ ロスジヒゲナガハナバチ

藤枝市,6.市 .1952,(KS)。 清水市有度山,14.市 .1957,CI)。 田方郡土肥町,16.v.1962,(KS)。

浜松市都田町,12.市 .1967, 5頭 ,Cl)o磐田郡豊田町池田,5.v.1968,(TI)o榛 原郡本川根町大間 ,

9.v.1968,(TI)o浜 松市都田町,7.v.1971,(FI)。 磐田市岩井,14.市 .1971,(AK)。 掛川市小笠山,

19.市.1973,(AK)。 浜松市志都呂,19・ 市.1973, 3頭 ,(FI)。 同,13.iv.1974, 9頭 , CI)。 同.1

6.市 .1973, 3頭,(FI)。 浜松市都田町,12.市 .1974, 2頭,lFI)。 引佐郡三ケ日町佐久米,20.v.1
974,(FI)。

3.T`ιれ′ο,,ブ α,1:′ ό″′″SjS PEREZ ニッポンヒゲナガハナバチ

藤枝市,6.市.1952,α S)。 清水市有度山,16.iv.1957,lFI)。 清水市日立町,2Kl.iv.1958, 2頭 ,

(FI)。 清水市村松原,15.市 .1959,CI)o庵 原郡由比町,1.v.1959,(FI)。 田方郡土肥町,16.v.19

62,(SA)。 清水市駒越,2.v.1965,CI)。 静岡市田町,26.市 .1970,lFI)。 沼津市大瀬崎,12.v.19

71, 5頭,(FI)。 天竜市二俣町阿蔵,12.iv.1971,(AK)。 静岡市大谷,13.市 .1971,(AK)。 同,22.

iv.1971,(AK)。 同,23.市 .1971,(AK)。 同:24, iv.1971,(AK)。 同, 27.iv.1971,(AK)。 同,

30.iv.1971,(AK)。 同, 1・ V.1971,(AK)。 同, 12.v.1972,(IK)。 同, 19・ 市.1973,(IK)。 掛り||

市小笠山,19,市 .1973,(AK)。 静岡市牛ケ峰,29。 iv.1973,(IK)。 浜松市志都呂,19.iv.1973, 3

頭,(FI)。 同,23.iv.1973, 2頭 ,lFI)。 浜1ヒ市森林公園,20.v.1974,lFI)。 袋井市村松,20,v.1
975,(FI)。

4.T`ι″′οガα′″″sz力″rJJ COCKERELLミ ツクリヒゲナガハナバチ

静岡市大谷,1.x.1970,(AK)。 浜松市都田町,1・ X.1971, 2頭 ,(FI)。 同,12.x.1972,(lЮ 。同 ,

14.x.1972,(IK)。 同,18.x.1973,lKW)。 同,20.x.1973,Cマつ。

5.4″ι
`gF′

′αノ7οr`α (SMITH)ス ジボソコシブ トハナバチ

清水市有度山,7.v.1956, 3頭 ,(FI)。 三島市,宙 ii.1969,α S)。 伊東市八幡野,5,ix.1971,(FI)。

静岡市大谷,11.宙 i.1973,(KW)。 同,12.宙 i.1973,(KW)。 同,21.宙 li.1973,(lK)。

6.T/ty′′π∫どσεοtts(SMITH)ル リモン′ヽナバチ

清水市有度山,21.宙 i.1954,6S)。 同,3.宙 ii.1956,(FI)。 同,11.宙 ii.1956,CI)。 静岡市大谷〕

11.vii.1973, CW)。 同, 12.vil.1973,(KW)。 同,21.宙 ii.1973,(IK)。

7.Xノ οι″ α ゆ ,′″′ゴε″″ ′α ι″κ

“

″2υ O′α″S SMITH ク マ バ チ

清水市有度山,1・ 宙ii.1956,(FI)。 同,20.宙 ii.1957,(FI)。 浜松市三町,9・ 宙.1968,(FI)。 浜松

市滝沢町,25.x.1968,(TI)。 静岡市久能尾,7.ix.1969,CI)。 同,7.v.1972,(IK)。 静岡市中藁
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科,12.宙 i.1970,CI)。 田方郡修善寺町修善寺,11.v.1971,CI)。 静岡市清沢黒俣,5.v.1971,

い K)。 磐 田市見付,27.市 .1972,(KD。 天竜市下百古里,1.x.1972,(AK)。 静岡市小鹿,8.v.19
72,CS)。 磐 田郡豊岡札 2.x.1972,(AK)。 静岡市大谷,v.1970,(KS)。 同,1.v.1971,(AK)。

同,21.v.197,(KD。 同,12.x.1972,(IK)。 同,19・ 市。1973,(ID。 同,21.v.1973,(IK)。 同 ,

31.v.1973,α W)。

3.ル′S ιι″″α FABRICIUS ミツバチ (日 本種 )

静岡市梅ケ島,19.市 .1973,(AD。 引佐郡三ケ日町佐久米,2Cl.v.1974,15頭,CI)。 周智郡森町 ,

19・ v.1974,10頭 ,tFI)。 島田市,9・ 対.1975,(FI)。

9.Bο″ら″sみνクο″づ′α yοs″′αι MATSUMURA ヨシダマルハナバチ

静岡市梅ケ島,13.宙 ii.1970,(KS)。 静岡市梅ケ島,14.市。1973,6η 。同,5.v。 1973.(IK)。 静

岡市井り!I赤石温泉,24.vili.1973,(KW)。

io.Bοπι″s″υιrs“s SMITH トラマ/t/7ヽ ナバチ

清水市有度山,12.宙 li.1957,(FI)。 賀茂郡東伊豆町白田,4.宙 ii.1959,CI)。 榛原郡川根町家山,

12.viii.1961,(KS)。 静岡市梅ケ島,19.宙 ii.1963,(KS)。 磐田郡水窪,3.v.1968,(TI)。 榛原郡

本川根町大間,9。 V.1968,(TI)。 静岡市久能尾,7.x.1969, 2頭 ,(印 )。 同,15.破 .1970,tFI)。

裾野市十里木,一・宙ii.1969,に S)。 静岡市中藁科,12.宙 i。 1970, 3頭 ,CI)。 賀茂郡東伊豆町白田,

5.破.1970,CI)。 静岡市足久保,2.x.1970,6W)。 静岡市津渡野,7.宙 .1970,(KW)。 湖西市ウ

メタ,22.x.1971,(AK)。 静岡市清沢,5。 v.1971,(AK)。 天竜市二俣町阿蔵,10.iv.1971,(AK)。

静岡市足久保,11・ 宙.1972,(lK)。 同,21.x.1972,(IK)。 磐田都佐久間町福沢,5,x.1972,(AK)。

静岡市長島,29.x.1972,(AK)。 天竜市下百古里,1.x.1972,(AK)。 静岡市十枚山,1.宙 i。 1973,

(IK)。 榛原郡本川根町千頭,17.宙 .1973,(IK)。 磐田都豊岡村敷地,2.宙 i.1973,(AK)。

11.Bο″ら″sα′′ι″s SMITH コマルノ`ナバチ

静岡市梅ケ島,14.市.1973,(KW&AK)。 同,5.v.1973,(IK)。 同,3.宙 .1973(lK)。 掛川市小笠山 ,

19。 市.1973,(AK)。 静岡市真富士山,∞・ 市.1973,(1つ 。静岡市十枚山,1.宙 i。 1973,(IK)。 静岡

市大谷嶺.8.宙 i.1973,(IK)。 藤枝市,15.宙 .1952,にS)。 静岡市赤石温泉,24.宙 i.1973,(KW)。

静岡市足久保,21.宙 .1972,(IK)。 静岡市大谷,13.v.1971,(Aつ 。

12.Bο″ら″sι
`rsα

ι
“
s SMITH キイロマルノ`ナバチ

静岡市十枚山,1.宙 i.1973,(IK)。 静岡市梅ケ島,19～ 20.宙 li.1963,(KS)。

Summary
The collection data of 175 species(104 genera, 22 families)of HymenOptera in ShizuOka

Prefecture are given in the present paper.


