
絶滅　（ＥＸ）　１種
№ 科名 種名

1 モウセンゴケ ムジナモ

野生絶滅　（ＥＷ）　２種
№ 科名 種名

1 デンジソウ デンジソウ

2 カヤツリグサ ツルスゲ

絶滅危惧Ⅰ類　（ＥＮ）　７７種
№ 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ チシマヒカゲノカズラ

2 ヒカゲノカズラ スギラン

3 ミズニラ ミズニラ

4 ハナヤスリ ハマハナヤスリ

5 ゼンマイ ヤシャゼンマイ

6 シノブ シノブ

7 オシダ ナヨシダ

8 チャセンシダ イチョウシダ

9 シシラン タキミシダ

10 アカウキクサ オオアカウキクサ

11 タデ ナガバノウナギツカミ

12 ナデシコ タカネミミナグサ

13 ナデシコ ハマナデシコ

14 キンポウゲ オキナグサ

15 キンポウゲ ツクモグサ

16 キンポウゲ イトキンポウゲ

17 キンポウゲ ヒキノカサ

18 ウマノスズクサ マルバウマノスズクサ

19 ボタン ベニバナヤマシャクヤク

20 アブラナ ミズタガラシ

21 アカバナ オオアカバナ

22 サクラソウ ヤナギトラノオ

23 リンドウ ホソバツルリンドウ

24 キョウチクトウ バシクルモン

植物資料室の標本データベースには、下記の「絶滅及び絶滅危惧
種」標本のデータもあります。標本画像も各種１点付いています。
ただし、採取地は都道府県名のみです。
どうぞ、ご覧ください。

絶滅及び絶滅危惧種一覧 （１） 

参考資料：新潟県第2次レッドリスト（植物編）＿2014年7月31日発表
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№ 科名 種名

25 ガガイモ フナバラソウ

26 ムラサキ ハマベンケイソウ

27 シソ ムシャリンドウ

28 ゴマノハグサ マルバサワトウガラシ

29 ゴマノハグサ ウルップソウ

30 ゴマ ヒシモドキ

31 イワタバコ イワタバコ

32 タヌキモ フサタヌキモ

33 スイカズラ エゾヒョウタンボク

34 オミナエシ オミナエシ

35 キキョウ キキョウ

36 キク シロヨモギ

37 キク オケラ

38 キク アイズヒメアザミ

39 キク アキノハハコグサ

40 キク エゾオグルマ

41 キク ネコノシタ

42 オモダカ マルバオモダカ

43 トチカガミ マルミスブタ

44 ヒルムシロ エゾヤナギモ

45 ヒルムシロ ササエビモ

46 ヒルムシロ エゾノヒルムシロ

47 ヒルムシロ ササバモ

48 ヒルムシロ ツツイトモ

49 ヒルムシロ カワツルモ

50 イバラモ イトトリゲモ

51 イバラモ トリゲモ

52 ホシクサ クロホシクサ

53 イネ リシリカニツリ

54 ミクリ ウキミクリ

55 カヤツリグサ ヒトモトススキ

56 ラン キンセイラン

57 ラン サルメンエビネ

58 ラン トケンラン

59 ラン コアツモリソウ

60 ラン キバナノアツモリソウ

61 ラン クマガイソウ

62 ラン アツモリソウ

63 ラン セッコク

64 ラン サワラン

65 ラン カモメラン
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№ 科名 種名

66 ラン ベニシュスラン

67 ラン ツリシュスラン

68 ラン ヒロハツリシュスラン

69 ラン ヒメミヤマウズラ

70 ラン サギソウ

71 ラン ムカゴソウ

72 ラン スズムシソウ

73 ラン ウチョウラン

74 ラン タカネトンボ

75 ラン ガッサンチドリ

76 ラン トキソウ

77 ラン イイヌマムカゴ

絶滅危惧Ⅱ類　（ＥＮ）　２６０種
№ 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ スギカズラ

2 ヒカゲノカズラ ヤチスギラン

3 イワヒバ エゾヒメクラマゴケ

4 イワヒバ ヒモカズラ

5 イワヒバ イワヒバ

6 トクサ ミズドクサ

7 ハナヤスリ ヒメハナワラビ

8 ハナヤスリ コハナヤスリ

9 ウラジロ コシダ

10 コケシノブ アオホラゴケ

11 ワラビ ハコネシダ

12 ワラビ オオフジシダ

13 ワラビ タチシノブ

14 ワラビ イノモトソウ

15 ワラビ ホラシノブ

16 オシダ ウスヒメワラビ

17 オシダ ナンタイシダ

18 オシダ ハカタシダ

19 オシダ オニカナワラビ

20 オシダ テバコワラビ

21 オシダ ミヤマシダ

22 オシダ タニイヌワラビ

23 オシダ ウラボシノコギリシダ

24 オシダ オオヒメワラビモドキ

25 オシダ キヨスミヒメワラビ

26 オシダ ホシダ
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№ 科名 種名

27 オシダ ヒロハヤブソテツ

28 オシダ イワヤシダ

29 オシダ ヒカゲワラビ

30 オシダ ミヤマノコギリシダ

31 オシダ サイゴクベニシダ

32 オシダ マルバベニシダ

33 オシダ シロウマイタチシダ

34 オシダ ウサギシダ

35 オシダ サイゴクイノデ

36 オシダ イノデモドキ

37 オシダ ヒメカナワラビ

38 オシダ オオキヨズミシダ

39 オシダ ハシゴシダ

40 オシダ フクロシダ

41 チャセンシダ カミガモシダ

42 チャセンシダ チャセンシダ

43 チャセンシダ イワトラノオ

44 チャセンシダ クモノスシダ

45 ウラボシ マメヅタ

46 ウラボシ ヒメサジラン

47 ウラボシ ビロードシダ

48 ウラボシ イワオモダカ

49 サンショウモ サンショウモ

50 マツ ウラジロモミ

51 ヒノキ ハイネズ

52 ヤナギ マルバヤナギ

53 ヤナギ ユビソヤナギ

54 イラクサ ヤマミズ

55 イラクサ コバノイラクサ

56 ヤドリギ ホザキノヤドリギ

57 ヤドリギ マツグミ

58 ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ

59 タデ ホソバイヌタデ

60 タデ ヤナギヌカボ

61 タデ サデクサ

62 タデ ヌカボタデ

63 タデ ネバリタデ

64 タデ ノダイオウ

65 タデ マダイオウ

66 ツルナ ツルナ

67 ナデシコ シナノナデシコ
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№ 科名 種名

68 ナデシコ エゾカワラナデシコ

69 ナデシコ ハマハコベ

70 マツブサ サネカズラ

71 マツブサ チョウセンゴミシ

72 クスノキ ヤマコウバシ

73 キンポウゲ フクジュソウ

74 キンポウゲ ヒメウズ

75 キンポウゲ ヤマオダマキ

76 キンポウゲ バイカモ

77 キンポウゲ リュウキンカ

78 キンポウゲ エンコウソウ

79 キンポウゲ カザグルマ

80 メギ メギ

81 スイレン ジュンサイ

82 マツモ マツモ

83 スイレン オニバス

84 スイレン ヒツジグサ

85 ドクダミ ハンゲショウ

86 ウマノスズクサ ミチノクサイシン

87 ウマノスズクサ ミヤマアオイ

88 ボタン ヤマシャクヤク

89 オトギリソウ トモエソウ

90 モウセンゴケ ナガバノモウセンゴケ

91 ケシ コマクサ

92 ケシ オサバグサ

93 ベンケイソウ ツメレンゲ

94 ベンケイソウ タコノアシ

95 ベンケイソウ アズマツメクサ

96 ユキノシタ マルバネコノメソウ

97 ユキノシタ ヒメウツギ

98 ユキノシタ タマアジサイ

99 ユキノシタ オオシラヒゲソウ

100 ユキノシタ ヤシャビシャク

101 ユキノシタ フキユキノシタ

102 ユキノシタ ハルユキノシタ

103 バラ クサボケ

104 バラ チョウノスケソウ

105 バラ シロバナノヘビイチゴ

106 バラ オオダイコンソウ

107 バラ エゾツルキンバイ

108 バラ カワラサイコ
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№ 科名 種名

109 バラ イワキンバイ

110 バラ キンロバイ

111 バラ タカネイバラ

112 バラ ハマナシ

113 バラ クロイチゴ

114 バラ サナギイチゴ

115 バラ ワレモコウ

116 バラ アイズシモツケ

117 バラ イワシモツケ

118 バラ コキンバイ

119 マメ ジャケツイバラ

120 マメ フジカンゾウ

121 マメ エゾレンリソウ

122 マメ センダイハギ

123 トウダイグサ ノウルシ

124 トウダイグサ ハクサンタイゲキ

125 クロウメモドキ クロカンバ

126 スミレ ヒゴスミレ

127 スミレ イソスミレ

128 スミレ チシマウスバスミレ

129 スミレ オオバタチツボスミレ

130 スミレ アカネスミレ

131 スミレ ヒカゲスミレ

132 ミソハギ ミズマツバ

133 ヒシ ヒメビシ

134 アリノトウグサ ホザキノフサモ

135 アリノトウグサ タチモ

136 セリ ハマゼリ

137 イチヤクソウ ベニバナイチヤクソウ

138 ヤブコウジ カラタチバナ

139 サクラソウ ウミミドリ

140 サクラソウ ミヤマタゴボウ

141 サクラソウ クリンソウ

142 サクラソウ オオサクラソウ

143 サクラソウ ハイハマボッス

144 マチン アイナエ

145 リンドウ トウヤクリンドウ

146 リンドウ イイデリンドウ

147 リンドウ イヌセンブリ

148 ミツガシワ ミツガシワ

149 ミツガシワ ガガブタ
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№ 科名 種名

150 ミツガシワ アサザ

151 キョウチクトウ チョウジソウ

152 ガガイモ スズサイコ

153 ヒルガオ ハマネナシカズラ

154 ムラサキ ホタルカズラ

155 ムラサキ エチゴルリソウ

156 クマツヅラ コムラサキ

157 シソ ツルカコソウ

158 シソ ミズトラノオ

159 シソ マネキグサ

160 シソ キセワタ

161 シソ ヤマジソ

162 ナス ハシリドコロ

163 ナス ヤマホロシ

164 フジウツギ フジウツギ

165 ゴマノハグサ アブノメ

166 ゴマノハグサ オオアブノメ

167 ゴマノハグサ スズメハコベ

168 ゴマノハグサ イヌノフグリ

169 ゴマノハグサ ヒヨクソウ

170 ゴマノハグサ グンバイヅル

171 ハマウツボ オニク

172 ハマウツボ ハマウツボ

173 ハマウツボ キヨスミウツボ

174 タヌキモ ノタヌキモ

175 タヌキモ ミミカキグサ

176 タヌキモ ヒメタヌキモ

177 タヌキモ ホザキノミミカキグサ

178 タヌキモ タヌキモ

179 タヌキモ ムラサキミミカキグサ

180 レンプクソウ レンプクソウ

181 マツムシソウ ナベナ

182 マツムシソウ マツムシソウ

183 キキョウ サワギキョウ

184 キク エゾノコギリソウ

185 キク アズマギク

186 キク フジバカマ

187 キク タカサゴソウ

188 キク イソニガナ

189 キク ノニガナ

190 キク カワラニガナ

7



№ 科名 種名

191 キク ホソバヒナウスユキソウ

192 キク オオニガナ

193 キク ヒメヒゴタイ

194 キク コウリンカ

195 キク ヤブレガサ

196 オモダカ サジオモダカ

197 オモダカ ウリカワ

198 トチカガミ スブタ

199 トチカガミ ヤナギスブタ

200 トチカガミ クロモ

201 トチカガミ トチカガミ

202 トチカガミ ミズオオバコ

203 トチカガミ セキショウモ

204 ヒルムシロ イトモ

205 ヒルムシロ センニンモ

206 ヒルムシロ オヒルムシロ

207 ヒルムシロ ヒロハノエビモ

208 イバラモ イバラモ

209 ユリ クロヒメシライトソウ

210 ユリ オゼソウ

211 ユリ ササユリ

212 ユリ ヒメサユリ

213 ユリ ヒメイズイ

214 ユリ シロバナエンレイソウ

215 ミズアオイ ミズアオイ

216 アヤメ カキツバタ

217 イグサ ドロイ

218 イグサ イヌイ

219 ツユクサ ヤブミョウガ

220 イネ カモノハシ

221 イネ アイアシ

222 サトイモ ヒトツバテンナンショウ

223 サトイモ ザゼンソウ

224 ミクリ ヤマトミクリ

225 ミクリ タマミクリ

226 ミクリ ヒメミクリ

227 カヤツリグサ アワボスゲ

228 カヤツリグサ ジョウロウスゲ

229 カヤツリグサ ミコシガヤ

230 カヤツリグサ タカネハリスゲ

231 カヤツリグサ ダケスゲ
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№ 科名 種名

232 カヤツリグサ オオクグ

233 カヤツリグサ オニナルコスゲ

234 カヤツリグサ タカネクロスゲ

235 カヤツリグサ ビロードテンツキ

236 カヤツリグサ ミカヅキグサ

237 カヤツリグサ ヒメホタルイ

238 カヤツリグサ エゾウキヤガラ

239 カヤツリグサ コシンジュガヤ

240 ラン コアニチドリ

241 ラン エビネ

242 ラン ナツエビネ

243 ラン キンラン

244 ラン イチヨウラン

245 ラン コイチヨウラン

246 ラン エゾスズラン

247 ラン ミズトンボ

248 ラン ホクリクムヨウラン

249 ラン ギボウシラン

250 ラン セイタカスズムシソウ

251 ラン ヒメフタバラン

252 ラン アオフタバラン

253 ラン ホザキイチヨウラン

254 ラン アリドオシラン

255 ラン ハクサンチドリ

256 ラン ミズチドリ

257 ラン ツレサギソウ

258 ラン ヤマトキソウ

259 ラン ヒトツボクロ

260 ラン ショウキラン

野生絶滅　（ＥＷ）　１種
№ 科名 種名

1 カヤツリグサ ムジナスゲ

絶滅及び絶滅危惧種一覧 （２）         

　　　　　　　参考資料：環境省第４次レッドリスト（2012） －維管束植物－

国・市のレッドリストのうち、絶滅及び絶滅危惧種一覧（１）に載っていない植物

　　　　　　　　　　　　　　新潟市レッドデ－タブック　２０１０　（維管束植物）
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№ 科名 種名

絶滅危惧Ⅰ類　（ＥＮ）　１２４種
№ 科名 種名

1 ヒカゲノカズラ ヒモラン

2 トクサ ミズスギナ

3 ワラビ オトメクジャク

4 ワラビ ヒノタニシダ

5 ワラビ ヤワラハチジョウシダ

6 キジノオシダ シマヤマソテツ

7 オシダ ホウライウスヒメワラビ

8 オシダ ホウライイヌワラビ

9 オシダ ホソバシケチシダ

10 オシダ イヨクジャク

11 オシダ ムラサキベニシダ

12 オシダ タカネシダ

13 オシダ タイワンハリガネワラビ

14 ウラボシ キレハオオクボシダ

15 ウラボシ クラガリシダ

16 ウラボシ タイワンアオネカズラ

17 アカウキクサ アカウキクサ

18 マツ ヤツガタケトウヒ

19 ヤナギ エゾノタカネヤナギ

20 カバノキ チチブミネバリ

21 タデ ナンブトラノオ

22 タデ キブネダイオウ

23 ナデシコ コバノミミナグサ

24 ナデシコ タカネマンテマ

25 ナデシコ チシママンテマ

26 ナデシコ エゾイワツメクサ

27 キンポウゲ ヒメバイカモ

28 キンポウゲ コウヤハンショウヅル

29 キンポウゲ マンセンカラマツ

30 メギ サンカヨウ

31 オトギリソウ アゼオトギリ

32 オトギリソウ ツキヌキオトギリ

33 ケシ ツルキケマン

34 アブラナ タチスズシロソウ

35 アブラナ ハナハタザオ

36 アブラナ ナンブイヌナズナ

37 マンサク トキワマンサク

38 ベンケイソウ ミセバヤ

39 ユキノシタ クモマユキノシタ
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№ 科名 種名

40 バラ ズミ

41 バラ ブコウマメザクラ

42 バラ ミチノクナシ

43 バラ シロヤマブキ

44 バラ ナンブトウウチソウ

45 マメ ツクシムレスズメ

46 ハマビシ マツバニンジン

47 ハマビシ ハマビシ

48 トウダイグサ ハギクソウ

49 ヒメハギ ヒナノキンチャク

50 カエデ シバタカエデ

51 ツリフネソウ エンシュウツリフネソウ

52 モチノキ ミヤマウメモドキ

53 シナノキ マンシュウボダイジュ

54 スミレ タニマスミレ

55 ミソハギ エゾミソハギ

56 ミソハギ ホザキキカシグサ

57 セリ ハマボウフウ

58 セリ ホソバハナウド

59 ツツジ ヤチツツジ

60 ツツジ ゴヨウザンヨウラク

61 ツツジ アマギツツジ

62 サクラソウ オニコナスビ

63 サクラソウ ヒメコザクラ

64 アカネ ハクチョウゲ

65 ハナシノブ ハナシノブ

66 ヒルガオ マメダオシ

67 ムラサキ ムラサキ

68 クマツヅラ オオニンジンボク

69 シソ ヒイラギソウ

70 シソ ルリハッカ

71 シソ シソバタツナミ（ソウ）

72 シソ ナミキソウ

73 ゴマノハグサ イズコゴメグサ

74 スイカズラ スルガヒョウタンボク

75 スイカズラ ヤブヒョウタンボク

76 オミナエシ チシマキンレイカ

77 オミナエシ オオキンレイカ

78 キキョウ ヤチシャジン

79 キキョウ ホウオウシャジン

80 キク キタダケヨモギ

11



№ 科名 種名

81 キク ユキヨモギ

82 キク ガンジュアザミ

83 キク コケセンボンギク

84 キク ハヤチネウスユキソウ

85 キク ヒナヒゴタイ

86 キク コウリンギク

87 オモダカ アギナシ

88 ヒルムシロ ガシャモク

89 ヒルムシロ ヤハズカワツルモ

90 ユリ ヒメアマナ

91 ユリ ゲイビゼキショウ

92 アヤメ ヒオウギ

93 ヒナノシャクジョウ タヌキノショクダイ

94 イグサ ミヤマゼキショウ

95 ホシクサ オオムラホシクサ

96 イネ ユキクラヌカボ

97 イネ エゾムギ

98 イネ ヤマオオウシノケグサ

99 イネ ナンブソモソモ

100 イネ フクロダガヤ

101 イネ キタダケカニツリ

102 サトイモ ユズノハカズラ

103 カヤツリグサ トダスゲ

104 カヤツリグサ タカネシバスゲ

105 カヤツリグサ カヤツリスゲ

106 カヤツリグサ カンチスゲ

107 カヤツリグサ アカンスゲ

108 カヤツリグサ ウシオスゲ

109 カヤツリグサ エゾハリスゲ

110 カヤツリグサ クロミノハリイ

111 カヤツリグサ ミスミイ

112 カヤツリグサ クロテンツキ

113 カヤツリグサ ムギガラガヤツリ

114 カヤツリグサ ミクリガヤ

115 カヤツリグサ ビャッコイ

116 ラン ナゴラン

117 ラン ヒナラン

118 ラン イワチドリ

119 ラン キリシマエビネ

120 ラン キソエビネ

121 ラン スルガラン
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№ 科名 種名

122 ラン キバナノセッコク

123 ラン ムカゴトンボ

124 ラン キバナノショウキラン

絶滅危惧Ⅱ類　（ＥＮ）　１６１種
№ 科名 種名

1 トクサ フサスギナ

2 ウラジロ カネコシダ

3 ワラビ ヒメウラジロ

4 ワラビ エビガラシダ

5 シノブ キクシノブ

6 オシダ タイワンヒメワラビ

7 オシダ ヘイケイヌワラビ

8 オシダ ヒメホウビシダ

9 オシダ ナンゴクシケチシダ

10 オシダ ヒロハアツイタ

11 オシダ アツイタ

12 オシダ キンモウワラビ

13 オシダ オニイノデ

14 チャセンシダ オオタニワタリ

15 チャセンシダ オクタマシダ

16 マツ ヒメバラモミ

17 マツ トガサワラ

18 ヒノキ リシリビャクシン

19 ヤナギ コマイワヤナギ

20 イラクサ トキホコリ

21 タデ ヒメタデ

22 タデ ヒメイワタデ

23 ナデシコ カトウハコベ

24 ナデシコ チョウカイフスマ

25 ナデシコ マツモトセンノウ

26 ナデシコ タチハコベ

27 ナデシコ ナンブワチガイ

28 ナデシコ クシロワチガイソウ

29 ナデシコ シコタンハコベ

30 アカザ アッケシソウ

31 アカザ シチメンソウ

32 キンポウゲ フタマタイチゲ

33 キンポウゲ ヒメキンポウゲ

34 キンポウゲ ノカラマツ

35 メギ クモイイカリソウ
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№ 科名 種名

36 スイレン オゼコウホネ

37 ウマノスズクサ ウマノスズクサ

38 ウマノスズクサ ツクシアオイ

39 ウマノスズクサ アマギカンアオイ

40 オトギリソウ エゾオトギリ

41 モウセンゴケ ナガバノイシモチソウ

42 アブラナ トモシリソウ

43 アブラナ クモマナズナ

44 ベンケイソウ マツノハマンネングサ

45 ユキノシタ マルバチャルメルソウ

46 バラ アポイヤマブキショウマ

47 バラ ツチグリ

48 バラ メアカンキンバイ

49 バラ ヒロハノカワラサイコ

50 バラ ウラジロキンバイ

51 バラ サンショウバラ

52 バラ エゾシモツケ

53 マメ リシリオウギ

54 トウダイグサ フジタイゲキ

55 カエデ クロビイタヤ

56 カエデ ハナノキ

57 ニシキギ アオツリバナ

58 クロウメモドキ ハマナツメ

59 ジンチョウゲ サクラガンピ

60 グミ ハコネグミ

61 ミソハギ ミズキカシグサ

62 アカバナ ミズキンバイ

63 セリ ヤクシマノダケ

64 セリ ホソバトウキ

65 セリ ミシマサイコ

66 セリ シムラニンジン

67 セリ フキヤミツバ

68 セリ ヌマゼリ

69 ツツジ チシマツガザクラ

70 ツツジ ムラサキツリガネツツジ

71 ツツジ アシタカツツジ

72 ツツジ キョウマルシャクナゲ

73 ツツジ ジングウツツジ

74 ツツジ ハコネコメツツジ

75 サクラソウ ミチノクコザクラ

76 サクラソウ シコクカッコソウ
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№ 科名 種名

77 サクラソウ コイワザクラ

78 イソマツ イソマツ

79 モクセイ ヒトツバタゴ

80 マチン チトセカズラ

81 マチン ヒメナエ

82 リンドウ アケボノソウ

83 リンドウ シノノメソウ

84 ガガイモ ロクオンソウ

85 アカネ エゾキヌタソウ

86 アカネ ヤエムグラ

87 ハナシノブ ミヤマハナシノブ

88 クマツヅラ ビロードムラサキ

89 クマツヅラ ダンギク

90 シソ カイジンドウ

91 シソ ヒメキセワタ

92 シソ コナミキ

93 ナス アオホオズキ

94 ゴマノハグサ ゴマクサ

95 ゴマノハグサ タカネママコナ

96 ゴマノハグサ ヒキヨモギ

97 ゴマノハグサ オオヒキヨモギ

98 ゴマノハグサ トウテイラン

99 ゴマノハグサ ルリトラノオ

100 ゴマノハグサ キノクニスズカケ

101 イワタバコ シシンラン

102 イワタバコ イワギリソウ

103 ハマウツボ オオナンバンギセル

104 ハマジンチョウ ハマジンチョウ

105 スイカズラ チシマヒョウタンボク

106 スイカズラ ネムロブシダマ

107 スイカズラ ベニバナヒョウタンボク

108 スイカズラ オニヒョウタンボク

109 スイカズラ シマガマズミ

110 スイカズラ イワツクバネウツギ

111 キク キタノコギリソウ

112 キク ハハコヨモギ

113 キク イワヨモギ

114 キク シオン

115 キク イズカニコウモリ

116 キク ミコシギク

117 キク オゼヌマアザミ
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№ 科名 種名

118 キク ワタムキアザミ

119 キク イズハハコ

120 キク ヒゴタイ

121 キク ホソバオグルマ

122 キク カワラウスユキソウ

123 キク ネコヤマヒゴタイ

124 キク オナモミ

125 ヒルムシロ ホソバヒルムシロ

126 ユリ チャボシライトソウ

127 ユリ キイジョウロウホトトギス

128 ツユクサ アオイカズラ

129 ホシクサ シラタマホシクサ

130 ホシクサ アズマホシクサ

131 イネ ミヤマハルガヤ

132 イネ ミギワトダシバ

133 イネ ツクシガヤ

134 イネ ウンヌケ

135 イネ タカネソモソモ

136 イネ タカネタチイチゴツナギ

137 サトイモ ユキモチソウ

138 ウキクサ ヒンジモ

139 カヤツリグサ ヌマアゼスゲ

140 カヤツリグサ クリイロスゲ

141 カヤツリグサ シラスゲ

142 カヤツリグサ ヌマクロボスゲ

143 カヤツリグサ キシュウナキリスゲ

144 カヤツリグサ アカネスゲ

145 カヤツリグサ アカスゲ

146 カヤツリグサ イトヒキスゲ

147 カヤツリグサ タカネナルコ

148 カヤツリグサ オノエスゲ

149 カヤツリグサ ヌイオスゲ

150 カヤツリグサ カンエンガヤツリ

151 カヤツリグサ ツクシテンツキ

152 カヤツリグサ ノハラテンツキ

153 カヤツリグサ トネテンツキ

154 カヤツリグサ カガシラ

155 カヤツリグサ ミカワシンジュガヤ

156 ラン カシノキラン

157 ラン モミラン

158 ラン チケイラン
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№ 科名 種名

159 ラン フウラン

160 ラン ガンゼキラン

161 ラン オオハクウンラン
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