
新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Solidago　aitissima　L．

5θ’idago　gigan　tea　A　i　ton　var．　leiophy”a　Fernald

So”dngo　virga皿rea　L．　subsp．　asiat’‘a（Nakai　ex　H．　Hara）　1｛itε皿L　ex　H．　Hara

50’idago　virgaurea　L．　subsp．’eiocarjワa　（Benth．）　Hult6n

SolidagO　yokusaiana｝lakino

Sonchus　aspel・（L．）　Hi1ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Son‘h　us　brachyo加5　DC．

Sonch肱50’erac召us　L．

Sンnei’esis」ρロ’mata　（Thunb．）　Max　im．

5ンnurus　pungens（Franch．　et　Sav．）　Kita皿．

Taraxacum　atbidu〃z　Dah　l　s　t．

TarCZA　acum　aiρicola　I｛ita皿．

Taraxacum　arakii　K　i　t　a1乱

Taraxacum’aeりi8・atum（Wi　l　I　d．）　DC．

乃燃鰯脚旗加’εWeber

Tarexacum　pla　tycarpu〃霧　Da｝11st．　subsp．　hondoense（Nakai　ex　Koidz．）　Horita

Taraxa‘以凧tソenロstum　H．　Koidz．

Taraxacu〃zンatsugatロkOnse　H．　Ko　i　d2．

レ「erbes’na　atterniTotia（L．）　Britton　ex　Kearney

Wede’ia　prostrata　（Hool｛．　et　A　rn．）　He皿s　1．

Xanthiu加ita’iCU〃1　110retti

Xanthium　oc｛：identa’ε　Berto1，

Xanthium　strumarium　L，

ybロ㎎’αdentiCU’ata　（Heu　t士．）　Kita且L

Youngiaゴaponica　（L．）　DC．

セイタカアワダチソウ

（セイタカアキノキリンソウ）

オオアワダチソウ

アキノキリンソウ

ミヤマアキノキリンソウ（コ淋ギク）

アオヤギバナ（アオヤギソウ，　料ナグの

オニノゲシ

ハチジョウナ

ノゲシ（ハルノノゲシ）

ヤブレガサ

オヤマボクチ

シロバナタンポポ

ミヤマタンポポ（タテヤマタンポポ）

ヤマザトタンポポ

アカミタンポポ（キレハ了カミクン赫）

セイヨウタンポポ　　　　　　　・

シナノタンポポ

エゾタンポポ

ヤツガタケタンポポ

ハチミツソウ（ハネミギク）

ネコノシタ（ハマグルマ）

イガオナモミ

オオオナモミ

オナモミ

ヤクシソウ

オニタビラコ

MONOCOTYLEDONEAE単子葉植物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A韮1窓raat嚢ceae

／1’is〃；a　cana’たロ’atum　A．　BrauIi　e七C．　D．　Bo韮¢hξ

／狸」’5〃軍a」ρ1απ’α80－aqua∫ica　L．　var．　orienta∬ε　Sa1匡

Ca’des　ia　parntzsst70tia（Bassi　ex　L．）　Par　l，

Sag’ttaria　aginash’Mak　ino

’Sagit施ria　pygmaea　Miq，

Sagittaria　tt‘むeotia　L．

オモダカ科

ヘラオモダカ

サジオモダカ

マルバオモダカ

アギナシ

ウリカワ

オモダカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hydrochariねceae

Biyxa　aubertii　RiC　i．

Blyxa　echinosperma（C．　B．　C　l　ark∈｝）　Ho　ok．　f．

君醜αノaponica〈謎iq，）　盟axi【乱　ex　Asch．　et　Gur1｛e

五710dea　nuttal1．ii（Planch．）　St．　John

Hydiゴtta　yerticillata（L．　f，）Rich．

Hydrucharis　dubia（B重u朋e）Backer

。乙im」肋σ占孟」um　laey’8・atum　（Hu田b．　｛き㌻　Bonp1畳　ex　導i工1d雷）　He三ne

トチカガミ科

マルミスブタ

スブタ（ナガバスブタ）

ヤナギスブタ

コカナダモ

クロモ（クルマモ）

トチカガミ

アマゾントチカガミ
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新潟県植物目録［チェックリスト］

Ottelia／aponica　｝I　i　q．

レtallisneria　de　nsεs〔：rrulata　（Hakino）　］1Iakino

レhπf3π¢ria　natans　（Lour．）　H．　Hara

（予報）2005

　　　　　　　　　ミズオオバコ

　　　　　　　　　コウガイモ

　　　　　　　　　セキショウモ

Scheuohzeriaceae　ホロムイソウ科

Scheuchieria　palustris　L． ホロムイソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Potamogetonaceae　ヒルムシロ科

PotamogetOn　ber℃htotdii　F　i　eber

Potamoge∫on　CO規pre∬U5　L，

Pota肛ogeton　crispus　L．

Potamogeton　cristatus　Regel　et　｝1｛aack

PO施mOgeton　distinctUS　A．　Benn，

Potamogεton．丘ソet・’　A．　Benn．

Potamogeton　gramineus　L．　var．　heterophyllus　（Schreb．）　Fr・

Potamogeton　maackianus　A．　Benn．　　　　　’

Potam｛）geton　1祀alaia祀US　｝liq．

Pett珊zogeto厄natan3　L．

Potamo8「eton　octandrus　Po　i　r．　var．　octandrtts

Potamogeton　octandrus　Poir．　var．　miduhikimo（trlakino）．　H．　Hara

Potamogeton　oxyphytlus　Hiq．

Potamogeton　pectina’μ5　L

Potamogeton　pei　foliattts　I」．

Potamo8eton　pusit’us　L．

Potamogeton）くfburiei（A．　Benn．）　Miki

PotamogetOn×kロmogawaensis　M　iki

Potamogeton×yamagataensis　Kadono　e七wiegleb

RupPia　cirrhosa　（Petagna）　Grande

Ruppia　maritima　L．

イトモ

エゾヤナギモ

エビモ

コバノヒルムシロ
　　　　　　ロ

ヒルムシロ

フトヒルムシロ

エゾノヒルムシロ

センニンモ

ササバモ（サジバモ）

オヒルムシロ（オオヒルムシロ）

ホソバミズヒキモ

ミズヒキモ

ヤナギモ

リュウノ’ヒゲモ

ヒロバノエビモ

ツツイトモ

アイノコヤナギモ

カモガワモ（オオミズヒキモ〉

ヒメオヒルムシB

ネジリカワツルモ

カワツルモ

Phyllospadix　iwatensis　Mak　ino

P’ry”α脚諏ノaponi‘ロ5　hlakin。

Zostera　marina　L．

Zosteraceae アマモ科

スガモ

ハイスガモ

エビアマモ

アマモ

ハJq／as　8ra〃tinea　DeL

／Vaj’as／aponica：Nakai

ハ「Ojas　marina　L．

NOj’as　miner　AIL

Naijas　oguraensis　M　i　l｛i

ノ＞aJ’as　tenuicaulis　Miki

Najadaceae イバラモ科

率ツスモ

イトト寧ゲモ

イバラモ

ト琴ゲモ

オオトリゲモ

ヒメイバラモ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L龍iaceae

／4’etrisノ「oliata　Glaxi皿．）　Bureau　et　Franch．

訟り1聾

ネバ￥ノギラン．

L
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

　Attium　9「ayi　Rege　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヒごノレ

Atiium　monanthum　Max　im．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメニラ（ヒメビル）

Aliium　schoenoprasum　L．　var．　fotiosum　Rege　1，　　　　　　　　　　　　　　　　アサツキ

Allium　schoenoprasum　L．　var．　orientale　Rege　l　　　　　　　　　　　　　　　　　シロウマァサッキ

Altium　thunbergii　G．　Don　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマラッキョウ

Altium　tuberosum　Rottler　ex　S，re㎎．　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　ニラ

Allium　victoriatis　L．　subsp．　platyphyllum　Hu　l　t　6n　　　　　　　　　　　　　　ギョウジャニンニク

Amana　eduiis（旺iq．）Honda　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アマナ

Asρaragus　schoberioides　Kunth　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キジカクシ

Cardiocrinum　certiatum（Thunb．）｝fak　i　no　var．　gtehnii（F．　Schm　i　dt）H．　Hara　　　　　　オオウバユリ

Chionographis　hisauchiana（Okuyama）N．　Ta！ialca　subsp．　kurehimensis（Aj　i皿a　et　Sato皿i）N．　Tanaka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロヒメシライトソウ

Ctitonia　uGlensis　Tratttv．　et　c．　A．班ey．　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　ツバメオモト

Cenvaiiaria　heisBei　Miq・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　スズラン（キミカゲソウ）

Disperum　sessiie　Don　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　．・　．　　　　　ホウチャクソウ

Disporum　smiiacinum　A．　Gray　　　　　　　　　　　　：、1’．．．’　．　　　　　　チゴユリ（エダウチチゴユリ）

Erythronium／aponicum　Decne．　　　　　　’　・．’：・”：・・y”・．・・’　　　　　　　　　カタクリ

Fritillaria　camtschatcensis（L．）Ker　Gaw　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　クロユリ（エゾクロユリ）

Fritilla　ria　jap　on　ica　Hiq．　var．　kOidUumiana〈Ohw　i＞H．　Har殺et　Kanai　　　　　．・　コシノコバイモ（コバイモ）

Gα8εσ如舘（L．）Ker　Gaw1．　　　　　　　　　　　　　　　　”　．’．’”　　・　キバナノ．アマナ

Hetoniopsis　erientatts（Thunb．）C．　Tanaka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショウジョウバカマ

Hemerocal互is　dumortieri　C．　Morre肛　var．　esculenta　（Ko　i　dz．）　Kita紅L　ex腿．冠atsuoka　et　藁．　｝｛otta

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼンテイカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニッコウキスゲ，　エゾ著ンテイカ，　センダィカンゾウ）

H・mer・・aiiis・d・m・rtieri　C．｝！。rren・var．・exatt・ta（St。・t）Ki蜘e・翻ats・。ka・et・M．　H。tta

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トビシマカンゾウ

ffemerocaitis’Dfuiva　L．Ψar．，k”，anSO　Rege　1　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　ヤブカンゾウ

Hemerocaiiis　fttlya　L．Ψar．　iongituba（温q．）ぬxim．　　　　　　　　　　　　　　　　ノカンゾウ（ベニカンゾウ）

Hesta　aibe－～marginata（Hook．）Ohwi　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コバギボウシ

Resta　longipes（Franch．　e　t　Sav．）｝latsu皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワギボウシ

Hesta　siebotdiana（Ledd）Eng1．　　　　　　　　”　　・「　’”　．　　トウギボウシ（オオバギボウシ〉

ノaponotirion　osense　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オゼソウ

Lilitinz　auratu雁Lind　l．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　ヤマユリ

Liiium　iaponictit？；Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．　一　　　　　　ササユリ

Liiium　iancijoiium　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニユリ（テンガイユiJ）

Litium　lei｛：hrSinii　ffook．’f．　var．　Mex｛MOWICZtl（Rege　l）Baker

Litiu醒macula∫μm　ThuIlb．　Ψar書ma｛：u’atum

Litium昇！acula紐班　Thunb．　v｛｝r．　monticota　亘．　Hara

£‘！∫襯離眈otoides乱Gray　va二〃昭dee’0互盗

Lilium　medeeleides　ん｛｝ray　var．　sczdoins’u’are　G了asa皿．　e毛　Satom工）　聾as　I田L　¢t　Satom　i

LiliUi莚r窪beUum　Bal｛er

Liri｛）pe　m言躍or　（課【axil韮曝）　藝Ia匪｛ino

Lξric塑ε、ρ亀参憐毎曜鐸塀aΩ9　et　Tang

LtQツ4’a　sereガna（L）　Re　i　chenb、

Llqソdia　trPlora　〈Lεdeb，）　Baker

物ianthe雁ロ屈ditat召tum（響ood＞　Nels．　e毛粥ad〕r．

コオニユリ

スカシユリ（イワトユリ）

ヤマスカシュリ

クルマユリ

サドクルマユリ

ヒメサユリ

ヒメヤブラン

ヤブラン

チシマアマナ

ホソバノアマナ

マイヅルソウ

一一
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Metantコ匡rthecium　luteo一ソiridと1　｝，laxim．　　　　　　　　　　　　　　　　・

ハlartheciUi祀asiaticum　Maxi皿

ノVothoscordum　gracile（A、iton）　Stearn

（）phiopogon／aburan　（Kun　th）　Lod〔1

0phiopogon／aponicus　（L．　f．）　Ker　Gaw　1．　var．　ノaponicus

（～phiopogon／aρonicus（L．　f．）　Ker　Gavl．　var．　umbrosus　｝laxin

OphioPogen　planiscaρL岨Nakai

Pαr酋ノaponica　（Fゴanch．　et　Sav．）　Franch．

PartS　tetraphyl’αA．　G　ray

Paris　verticil’ata・IL　B　i　eb．

Po」！ygopa血tm　humite　Fischer

Polygenatum　inLt7a血♂鷹Ko10．

、Polygonatum　involucratum（Franch，　et　S　av．）　｝lax　im

Polygonatum互asianthum　Max　i凪

Polygonatum〃iacranthum（MaxiロL）Koidz．

Po耳ygonatum　ealOratum（1Ii11。）　Druce　var．　mczximov伊iczii（R　Sch皿idt）　Ko　idz・

Polygonatum　odoratum　Gl　i　11．）　Druce　var．　plunYToru〃1（h｛iq・）　Ohw　i

Polygonatu〃z　’oderatum（hli11．）　Druce　var．　thunbergii（C．　Morren　et　Decne・）　H・Hara

Reineckea　carnea　（A皿drews）　Kunth

Rehdea／aponica（Thunb．）　Ro　th

Rttscus　aculeatus　L．

＆ゴ∬’a　scilloides（Lind1．）　D　ruce　f．　scilloides

Scilla　sci’loides　（Lind1．）　Druce　f．　a’biVeora　（Satake）　Satake　et　Okuya皿a

Smilacina／aponica　A．　Gray

Smitacina　viridiYZora　Nakai

Smitacina’　yesoensis　Franch．　et　Sav・

Smilαvc　bむτora　S　iebold　ex　M　iq．　var．　trinervula　（』I　iq．）　Ha七us．

5π1ゴ’ex　china　L．

Smitax　nipponica　Hiq．　　　　　　　　　　　　　　』’

Smilex　riparia　A．　DC．　var．　ussuriensis　（Rege1）　H．　Hara　et　T．　Koyama

Smilα￥5iebotdii　M　i　q．

Smilex　vaginata　Decne．　var．　stans　（Max　iロL）　T・Koya皿a

St・ept・pus　amptexijotius（L・）DC・vaL仰∫”備Oh唄

Streptopus　streptepoides（Ledeb．）　Frye　et　R　igg　var．　brevipes　Fasset七

Streptopus　streptopoides（Ledeb．）　Frye　et　R　igg　va　r・ノaponicus（Max　i皿・）　Fassett　f・japonictts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タケシマラン

St，eptbp、、s　、t，ept。p。ides（L・d・b．）F・y・　・t・Rig9　va・．・j・p・ni・u・　at・・i凪）Fas・e七t　f・　・…ca・pus（K。id・・）°h・i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロミノタケシマラン

5卿，螂、ゆ・卯。ides’（L，d，b．）F・y・　・t・Rig9　va＝　streptop・ides　　　　ヒ〃ケシマラン

Tofietdia　coccinea　Richards．　var．　coccine4　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　チシマゼキショウ

ToLfieldia　coccinea　Richards，　var．　itOndoi（Iliyabe　et　Kud6）IL　Hara　　　　　　　　チャボゼキショウ（アポィゼキショウ）

Tofietdia　japonica　Miq．　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワショウブ

T。fi，ldia　nuda　M、xim　　　　　　　　　　　　ハナゼキシ・ウ（イワゼキショウ）
Tofieldia　okuboi　Makino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメイワショウブ

鐸’qyr廊ψ躍’5　Mak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマジノホトトギス

ノギラン

キンコウカ

ハタケニラ

ノシラン

ジャノヒゲ

ナガバジャノヒゲ

オオバジャノヒゲ

キヌガサソウ

ツクバネソウ

クルマバツクバネソウ

ヒメイズイ

ミドリヨウラク

ワニグチソウ

ミヤマナルコユリ

オオナルコユリ（ヤマナルコユリ）

オオアマドコロ

アマドコロ

ヤマアマドコロ

キチジョウソウ

オモト

ナギイカダ

ツルボ

　シロバナッルポ

ユキザサ

ヤマトユキザサ

　（オオバユキザサ，ミドリユキザサ）

ヒロハユキザサ（ミドリユキザサ）

サルマメ

サルトリイバラ

　タチシオデ

　シオデ（ザラツキシオデ）

　ヤマカシュウ（サイカチバラ）

　マルバサンキライ

　オオバタケシマラン

　エゾタケシマラン

」
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新：潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

π’qソrtis　hirta（Thunb．）　Hook．

Tricyノ・tis　tati70tia．｝laxi皿．

TricyrtlS〃macr〔）」）oda　H　i　q．

Tr”互iu擢5mal’茸　lfaxi口L

Tri’互iUtn　tschonoskii　｝，Iaxi皿．

レセrαfr〃耀albu〃；　L．　subsp．　oxysepalum　（Turcz．）　Hult6n

レセrσ’rum〃；aackii　Regel　var．　iaponical冗　（Baker）　T．　Sh　i皿izu

レ’eratruttl　maackii　Regel　var．　parソ卯o’ロ規　（Maxi皿．　ex，1Iiq．）　H．　Hara　et　｝11．　Hizush．

VeratMm’nロ｛7ckii　Regel　var．ραrリヴ10rum（阿axi皿．　ex　Miq．）　H．　Hara　et］f．　｝，｛　i　zush．

レ「eraかum　3北【mineum　LIax　i瞳L　var．5’am’neum

レ’era　tru鷹stamineunI　Haxim．　var．’asioplり，Uum　聾aka　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arr旧ryllidaceae

Lycoris　radiata　Herb．

Lycoris　5anguinea　Maxi皿．

Ly‘or’55qua囮igera　Maxim．

Narciss皿s　tazetta　L，　Ψar。　chinensis　Roe皿er

ヒガンバナ科

　　　ホトトギス

　　　タマガワホトトギス

　　　ヤマホトトギス　　　　　・

　　　エンレイソウ

　　　シロバナエンレイソウ

　　　バイケイソウ（エゾバイケイソウ）

　　　オオシュロソウ（シュロソウ）

f．　、panノ解orμ庁z

　　　アオヤギソウ

f．　alpinum　（Nakai）　Honda

　　　タカネアオヤギソウ

　　　コバイケイソウ（コバイケイ）

　　　ウラゲコバイケイ

ヒガンバナ

キツネノカミソリ

ナッズイセン

スイセン

Dios‘orεαゐ畠如tas　Decne。

Dios‘orea　gracit’∫〃la　ハ｛iq．

Dioscorea／aponica　T』unb，

Dio5corea　n勿onica　Mak　i自O

Dios‘orea　quinque’o加Th皿b．

・こ）ios‘orea　5｛iP’emto正）α　Thunb．

正）ioscorea　tok⊃ro　Mak　i　no

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

ナガイモ

タチドコロ

ヤマノイモ

ウチワドコロ

カエデドコロ

キクバドコロ

オニドコロ

（コウモリドコロ）

（モミジドコロ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pontederiaceae　　ミズアオイ科

Eichhornia　crassipes　Soユ皿s－Laub．

Monochoria　kOrsak｝wii　Regel　et　Maack

／Lcl「onochoria　yaginalis　（Burm．　f．）　Presl　var，　plantaginea　（Roxb．）　Solms－Laub．

ホテイアオイ

ミズアオイ

コナギ（ササナギ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lridaceae

Betam‘anda　chinensis（L．）　DC．

Ir’s　ensata　Thunb．　var．　spontanea（Makino）　Nakai

iris　gracilipes　A．　Gray

iris／aponica　Thunb．

ノris　laevigata　F　isch．

fris　pseudacerus　L．

Iri∬anguinea　Home皿．

1｝ぜ5sete5a　PalL．

Sisソrinchium　attaπti‘um　E，　P．　B　icknell

7｝itonia　X　crocosmiltlora　Lemo　i　ne

アヤメ科

ヒオウギ

ノハナショウブ

ヒメシャガ

シヤガ

カキツバタ

キショウブ

アヤメ

ヒオウギアヤメ

ニワゼキショウ

ヒメヒオウギズイセン

（モントブレチアt　ヒメヒ言オギズイセン）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Juncaceae　　　　イグサ科

Juncus　atatus　Franch．　et　Sav．

Juhcus　beringensis　Buchenau

Juncus　diastrophanthus　Buchenau

Juncus　efiitsus　L．　var．　decipiens　Buchenau．

Jun（：us弓榔酪　L．　var．　decipiens　Buchenau．　f．　gracilis　Buchenau．

Juncus　．filiform　is　L．

Juncus　gracitlimus　（Buchenau）　V．　Krecz．　et　Gontsch、

Ju厄cus　k　zmtschatcecsis　（Buchenau）　Kud6

／uncus　krameri　Franch．　e・ヒSav．

ノuncus　leschenaultii　Gay

Juncus〃lczκi雁owiczii　Buchenau

Juncus、pap’tlosus　F　ranch．　et　Sav．

」ロncus　tenuis　Willden．

Juncμ5　w直’tichianttS　Laharpe

J肛π‘zas　yokOscensis　（Franch．　et　Sav．）　Satake　　’

Luzu∬a・arcuata（Wahlenb．）Sw．　subsp．　unalaschkens’s（Buchenau）Hulten

Luzula　capitata　（Miq．）　Miq．

ムuzu’a　multi　ora　Lejeune

Lttzu’a　oligantha　G．　Sa皿ue　les．

Ltuula　p正umosa　E．　Meyer　var．　macrocarpa（Buchenau）　Ohwi

Luzu’αrostl‘ata　Buchen．

Luzula　5皿deti‘a　DC．　var．　nipPonica　Satake

ハナビゼキショウ

ミヤマイ（タテヤマイ）

ヒロバノコウガイゼキショウ

イ（トウシンソウ）

ヒメイ

エゾホソイ（リシリイ）

ドロイ（ミズイ）

ミヤマホソコウガイゼキショウ

タチコウガイゼキショウ

コウガイゼキショウ

（ヒラコウガイゼキショウ）

イトイ

アオコウガイゼキショウ

クサイ（シラネイ）

ハリコウガイゼキショウ

イヌイ（ヒライ）

クモマスズメノヒエ（チシマヌ赫の

スズメノヤリ（スズメノヒエ）

ヤマスズメノヒエ

タカネスズメノヒエ

ヌカボシソウ

ミヤマヌカボシソウ

ミヤマスズメノヒエ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commelinaceae

Commelina‘o〃2mun三s　L．　f．‘oπ1〃1Unis

Coη！海ε’i栩commun’s　I」．　f．　coeruleoρurpurascens　｝｛akino

Murdannia舵’sak（Hassk．）　Hand．－Mazz．

Polliaノ叫70nica　Thunb．

Tratlescantia　ohiensis　RafL

ツユクサ科

ツユクサ

ウスイロツユクサ

イボクサ

ヤブミョウガ

ムラサキツユクサ

Erめcaulon　c加εrεμ〃1　R．　Br．

Eriocaulon　decenザ70rum　Max　i　m．

Er’o‘αμ’o㍑カoπddεπ3e　Satake

Er1ocαμ’enη童fgロe∬ianum　Koern．

Eriocauton　monoce‘con　Nakai

Erめ‘aulon　parソum　Koern．

Er’ocロ麗！oπroわμ5∫’μ5　（hlaxiH1．）　Hakino

Eriocaulaceae ホシクサ科

ホシクサ

イトイヌノヒゲ

ニッポンイヌノヒゲ

イヌノヒゲ

エゾホシクサ

クロホシクサ

ヒロハイヌノヒゲ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Poaceae　　　　　イネ科

Agropyron　ciliare（Trin．）　Franch．　var．　minus（hiiq．）　Ohw　i

Agropyr・on　tsukushiense　（Honda）　Ohwi　var．　transiens（Hac呈｛．）　Ohwi

／lgrostisロ’ba　L．

ノ哩81・03∫雌C’αレata　Trin．　var．　　clavata

アオカモジグサ（タチカモジグサ）

カモジグサ

コヌカグサ

ヤマヌカボ
、
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ノlgrostis　c’aレata　Tri血　　var．　nukZibo　Ohwi

／lgrestisプταCC’dα　Hack，

Agrostis　hideoi　ehw　i

1く8ro3’蛭〃2εr’e／rsii　工rin．

Agi』ostis　scabt『a　WilldL

Agrosti∬’o’ont7era　L，

ノli雁‘ar　yephyllea　L．

Aira　e’（rgantissima　Schur

／i互oρecurus　aequa砿s　Sobo1．　Ψar．ロ〃lurensis（Ko皿L）　Ohwi

A　lop　ecurus　pra　tensis　L．

Amm｛励’励reviligu’ata　Fernald

／4ndropogoπわrεりtlfo7　tius　Sw．

Andropogonッirginicus　L

Anthoxant加m　ariStatu〃z　Boiss．

14nthoxantbum／aponicum（Max　i皿．）　Hack．

Anthoxanthum　oddratrtm　L・

イ4rrhenatherum　elatius（L．）　Presl

Aレ・thraxon　hiSlガdus　（ThunLL）　班ak　i　no　，

ノ4rundinelta　h’rta　（Thunb．）　C．　Tanaka

／lrundo　donax　L．

ノlspere”a’o㎎ε一aristata　（Hack」）　Ohw　i

Avenafatua　L。

Aソena　satiソロL．

Be‘kmannia　syzigachne　（S　teu（工）　Fern．

Brロchypodiu〃zミソ1ソaticum　（Huds．）　P．　Beauv．

BriZa　mexi〃m　L．

、Briia〃重inor　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

Bromus　cathart’‘us　Vah　l

B’omus／aponicus　Thunb．

Bromus加o’ttTorm　is　L　loyd

Bromus」Pαロc昴orロ5　（Thunb．）　Hack．

Bro〃zus　rigidttS　Roth

βrり〃躍55εω”nu5　L

Bromus　steri∬’3　L，

βπ⊃η躍5te‘女）rum　L．

Brylkinia　caudata　（i！unr。）且Sch皿id七

Cα’amagrostis　arundinacea　（L）　Ro七h　ΨaL　brac・妙か’c加（Steud擢）　Hack

Ca’amagros”5　epigeios　（L）　R⑪宅h

CI：’直magrestis　faur’c∫　Hack

Catamagrostis　gi8as　Takeda

Ca’amagrostis　hakOnensis　Fra且ch．　e‘匙　Sav．

CalaL厚agrostis　1α～18・sdOJ　fi）’i　（Link）　　TrinL

Cα’amagrostis　longiseta　Hack．　var．’engiseta

Catamagr・stis・t・ngiseta　Hack．　vaL　lenge一αr’stata　（Ta｛ceda）Oh擁

Catamagrostis　matsu〃zurae　Maxi皿．

ヌカボ

ミヤマヌカボ

ユキクラヌカボ

コミヤマヌカボ

エゾヌカボ

ハイコヌカグサ

ヌカススキ

ハナヌカススキ

スズメノテッポウ

オオスズメノテッポウ

オオハマガヤ

ウシクサ

メリケンカルカヤ

ヒメハルガヤ

タカネコウボウ

ハルガヤ

オオカユツリ

コプナグサ

トダシバ（ケトダシバ）

ダンチク．（ヨシタケ）

アズマガヤ

カラスムギ（チャヒキ）

マカラスムギ（オート）

ミノゴメ（カズノコグサ）

ヤマカモジグサ（エゾヤマカモジグサ）

コバンソウ

ヒメコバンソウ

イヌムギ

スズメノチャヒキ

ハトノチャヒキ（カモメノチャヒキ）

キツネガヤ

ヒゲナガスズメノチャヒキ

（オオキツネガヤ）

カラスノチャヒキ

アレチノチャヒキ（ニセキツネガヤ）

ウマノチャヒキ

ホガエリガヤ

ノガリヤス（サイトウガヤ）

ヤマアワ

カニツリノガリヤス

オニノガリヤス

ヒメノガリヤス

イワノガリヤス（ネムロガヤ）

ヒゲノガリヤス

オオヒゲガリヤス（ナガヒゲガリ．ヤス）

ムツノガリヤス
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Calamagアostis　psettdophragmites（Hallier　f．）　Koeler

Calamagrostis　sachalinensis　F．　S　ch皿idt

Calamagrostis　sesqUtPUora　（Trin．）　Tzvelev

（：enchrLLS　brownii　Roem」　et　Schult昌

Cinna’atiYolia　（Trevir．）　Griseb．

C’e’stogenes　1ぬ‘helii（Honda）　Honda

Coelachne／aponica　Hack

Coix　lacryma一ノoわ几．

qソmbopogon　tortitis　（Pres1）　Hitchc．　var．　goeringii（Steud・）　Han〔L→Iazz・

◎rnodon　dacty’on（L．）Pers．

Cソnosurus　echinatttS　L，

Da‘咤ソlis　glo」・nerata　L．

Deschampsia　caespitosa（L．）　P．　Beauv．　var．　festuca｛ifolia　Honda

1）eschampsiaプTexuosa　（L．）　Trin．

Diarrhena／aponica　Franch．　e七Sav．

Digitaria‘iliaris（Retz．）Koe1．

Digitaria　timorensis　（Kunth）　Balansa

Digitaria　violas‘ens　L　ink

Din肥ria　ornithopoda　T士in．

Dinebra　retrofiexa（Forssk．　ex　Vah　D　Panz．

Echinochloa‘rus－gaUi（L．，）　P．　Beauv．　var．　aristata　Gray

Echinochloa　crtrs－ga互’i（L．）　P．　Beauv．　var．‘rtrs－ga”‘

E｛：hin（｝chtoa　cr・雌一gal」ま（L．）　P．　Beauv．　var．　prαゴ’co’a　Ohw　i

E‘hinochloa　or　yzoides　（Ard．）　Fritsch

E‘hino‘hloa趾距’ilsr　Ohw　i　et　Yabuno

E’eusine’1！di‘a（L．）　Gaertn．

Elymusπ10”is　Trin．

EragrestiS　cilianensis　Li豆k　ex、Vignolo　Lutati

Erα8r・3∫な‘燗’a（Schrad．）聾ees

Eragrostisメ¢rruginea（Thunb．）　P．　Beauv．

Eragrostis∫aponica（Thunbi）Trin．

Eragrostis　multi‘au’ゴ3　Steu（玉

Eragrostis　pit・5α（L）P．　Beauv・

Eragt・ostis　mirnっr　Host　　　　　　　’

Erem・ch’・α叩庸・廊（h｛unr。）Hack

Erioch’oαvillosa（Thunb，）　Kunth

Festuca　arundinロcεα　Schreb．

Fes加cα　extremiorientalis　Ohwi

F｛鼎cαノ叩oπたα｝｛akino

Fe5f麗cα卿uros　L．

F¢5加cαoソina　L，　var．　oり‘na

Festuca　ovina　L．　var．　corεα起α　（St．　Yves）　St，　Yves

Festuca。り～παL．　var．　tateyamensis　Ohwi

Festuca　parソ’8互L【肛α　Steud、

Festuca　pra　te　ns　is　Huds．

　Festuca　rubra　L．

ホッスガヤ（トシマガヤ）

タカネノガリヤス（オノエガリヤス）

ミヤマノガリヤス

クリノイガ

フサガヤ

チョウセンガリヤス

ヒナザサ

ジュズダマ

オガルカヤ

ギョウギシバ

ヒゲガヤ

カモガヤ

ヒロハノコメススキ

コメススキ

タツノヒゲ

メヒシバ

コメヒシバ

アキメヒシバ．

カリマタガヤ

ハキダメガヤ

ケイヌビエ

　イヌビエ（ノビエ）

　ヒメイヌビエ

　タイヌビエ

　ヒエ

　オヒシバ

　テンキグサ（ハマニンニク）

　スズメガヤ

　　シナダレスズメガヤ．（セイク訥砂サ）

　　カゼクサ

　　コゴメカゼクサ

　　ニワホコリ

　　オオニワホコリ

　　コスズメガヤ

　　チャボウシノシッペイ（ムカデシJt）

　　ナルコビエ

　　オニウシノケグサ

　　オオトボシガラ（オニトボシガラ）

　　ヤマトボシガラ

　　ナギナタガヤ

　　ウシノケグサ（シンウシノケグサ）

　　アオウシノケグサ

　　タカネウシノケグサ

　　　トボシガラ　　　　　　ー

　　ヒロハノウシノケグサ

　　オオウシノケグサ
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　Festuca　take｛danα　Ohw　i

　Glyeer’a　a‘uttnorロTorr，

　Glycer’a　a’nasteretum　Ko皿．

　Glycer’a　depauperata　Ohw　i　var．’nfir栩a（Ohwi）　Ohw　i

　Glyceria　isciり1roneura　S　teu己

　Glyceria’epto’epis　Ohw　i

　Gly‘er’αlithuanica　（Gorski）　Lind皿．

　He雁art／lria　sibirica　（Gando9．）　Ohw　i

　H’erochtoe　allガna　（Sw．）　Roe皿。　et　Schult．

　Hierochtoe　odora　ta　（L．）　P，　Beauv．　Ψar．　pubescens　Krylov

　Holcus’anatus　L．

　Horde皿鷹’tystrix　Roth

　Herdet」m　murinum　L．

　∫丑）rdeu〃i　pusillum　Nu七t，

　Hordeum　yulgare　L，

　ノ〃lperata｛ylindrica　（L．）　Raeusch．　var．　kOenigii（Retz．）　Pilg．

　isachne　giobosa（Thunb．）　1｛untze

　Isa‘hne　nipponensis　 Ohw　i

　∬Schaemum　anthephoroid．　es　（Steud．）　旺iq，

　ischaen1um　aristatum　L．　var．8’aucu〃1（Honda）　T．　Koya皿a

　Koe互er’α‘ristata　（L．）　Pe　rs．

　Leersia／alフ0π’Cα　Makino

Leers’a　o弓yzoides　（L．）　Sw．

ムeersia　sayanuha　Ohwi

卸’ocゐ10α｛：hinensis　（L．）　Nees

・乙olium〃iulti：florum　La皿，

」Lol’um　perenne　L．

Lo’fロ鷹temu’ent正」171　L．　var．’e〃；ulen血IM

・Lotium　temulentum　L，　var．　arvense（With．）　Lilje1〕1．

ムqP加therum　sinense　Rendl｛∋

Melica　nutans　L．

ノレf’crostegium／aponicum　（｝f　i　q，）　Ko　i　dz．　var．ゴapenicul祀

ノlficreste8・ium／aponicum（Miq．）　1｛o　i　dz．　var．　bot・ea’e　（Ohwi）　Ohwi

ル1’‘’o．stegiエtm　nudum　（Trin．）　A．　Ca且iUs

Microsteg’umソ’〃lineum　（Trin．）　A．　Ca皿us　f．ソ’mineum

ルficrostegium　yimi／teum　（Trin．）　A．　Cam1」s　f．　willdenowianum　（Nees）　Osada

ルlilium匂lfrtsum　L’

ルfiscanthus　intermedius　（Honda）　Honda

／Vfiscan島hlLS　sa‘chari　orus　Glax　iコ正）　13　enth．

ノlfiscanthus　sinensis　Andersson．　f，　sinensis

ルfiscanthtLs　sinenisis　Ande　rsson　f．　graciUimtts　G｛itchc．）　Ohw　i

Miscanthus　tinctorius　（Steud．）　Hac｝く．

ルfo”niopsis／apeni‘a　（Hack．）　Hayata

Muh’enbergia　curviaristata（Ohwi）　Ohw　i　var．　curレ’ar’stata

ルtuhlenbergia　curv互aristata　（Ohw　i）　Ohwi　var．　nipponica　Ohwi

ルfuh’enbeノ苫「ia／aponica　Steu（1

タカネソモソモ

ムッオレグサ（ミノゴメ）

ミヤマドジョウツナギ

ウキガヤ

ドジョウツナギ

ヒロハノドジョウツナギ

カラフトドジョウツナギ

ウシノシッペイ

ミヤマコウボウ

コウボウ

シラゲガヤ　　　　　　　　　　’

ヒメムギクサ

ムギクサ

ミナトムギクサ

オオムギ

チガヤ（フシゲチガヤ）

チゴザサ

ハイチゴザサ

ケカモノハシ

カモノハシ

ミノボロ

ァシカキ

エゾノサヤヌカグサ

サヤヌカグサ

アゼガヤ

ネズミムギ（イタリアンライグラス）

ホソムギ（ライグラス）

ドクムギ

ノゲナシドクムギ

トウササクサ

コメガヤ

ササガヤ

キタササガヤ

ミヤマササガヤ

アシボソ

ヒメアシボソ

イブキヌカボ

オオヒゲナガカリヤスモドキ

オギ

』ススキ

イトススキ

カリヤス

ヌマガヤ

コシノネズミガヤ

ミヤマネズミガヤ

ネズミガヤ　　　　　　　，
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ルfuh’en　bergia’ongisto’oπ　Oh冊i

Muhlenbergia　ra脚5α（Hack．）r，［akino

（）ptis’nenusロ厚ゴμ’atiltlo’ius　（Ard．）　RoenL　et　Schu　l　t．　var．ノaponicus　（Steud．）　Ko　i　dz．

（）plisrnenusμπゴμ’α屯fと）’ius　（Ard．）　Roe皿L　et　Schu　l　t．　var．　猷ηゴ以’α屯folius

O弓yza　sativ　a　L．

Panicu〃1　acuminaturn　Sw．

Panicロ肛b’sulcatum　Thunb．

PaniC　Jm‘apit’are　L．

1）anicumゴ丘cハo∫o撹ザτorロ〃t　｝Iichx．

Panicum　miliaceum　L，

Panicumpaludosum　Roxb．

Ptzspalum　d’stichum　L　var．　dist’伽鷹

Pasρalum　distichum　L　var、　indutum　Shimers

Paspa’ロ那thunberg’f　Kunth　ex　Steud．

Paspa’皿肛urりillei　Steu（工

PennisetUi祀a’opecuroiゴ〔tS　（L．）　Spreng．

Phace’urus　latijolius（Steu己）Ohwi

P」hataris　arund「inacea　L．

P」ha’αr’5　arμndinacea　L，　Ψar．　picta　L．　　　　　　　　　・

Phalaris　canariensis　L．

P削eμπ二aipinum　L．

Ph’eu〃t　pan’cu’atUm　Huds．

Ph’eUl祀pr直t∈；nse　L．

Pbrag〃1’tes　communis　Trin．

Phragmites／aponica　Steu己

Phyllostachys　aurea　Carriもre　ex　A．　Rivi6re　et　C．　Rivi6re

P妙’tos　ta　chys　bambuseides　Siebold　et　Zucc．

Phyltostachys　nigra　（Lod〔1　ex　Lou（iL）　Munro　var．　henonis　（Bean）　Stapf　ex　Re且dIe

Phy互lostachys　pubescens｝iazel　ex　Houz．

Pleioわtastus　chino　（Franch．　et　Sav．）　醍akino　var．　cゐ加o

P∬eioblastus（：hino　（Franch．　et　Sav．）　｝Iakino　var．　y’rゴゴ直5　（Makino）　Sa｛i　Su呂uki

P’ε’oわ互astus／br’∬πe‘（Van　Hout七e）　Nakai

P’eioblasttts　humi’is　GIitford）Nakai

Poαロcro互εμ‘a　Steu〔工　Ψar．αcro互euca

Poαacroleuca　Steu（工　var．　sut）moni’ヴbr加’s　Mak　ino

Poαannua　L．

POα‘ompre∬αL，

Poafauriei　Hack．

Pea　matSU〃lurae

Poa　nipponica　Koidz．　　』

Poa　pt』atensis　L．

Poa　sphondy’odes　Trin．

Poαtrivia’is　L．　　　　　　　　　　　　　　　’

PolypokonjUgex　Steu（工

・Pseudoraphis　ukishiba　Ohw　i

Pseudesasa／aponica　（S　iebold　et’Zucc．　ex　Steud．）　Llakino　ex　Nakai

オオネズミガヤ

キダチノネズミガヤ

コチヂミザサ

ケチヂミザサ

イネ

ニコゲヌカキビ

ヌカキビ

ハナクサキビ

オオクサキビ

キビ

オオヌカキビ

キシュウスズメノヒエ

チクゴスズメノヒエ

スズメノヒェ

タチスズメノヒエ

チカラシバ

アイアシ

クサヨシ

リボングラス（シマガヤ）

カナリークサヨシ

ミヤマアワガエリ

アワガエリ

オオアワガエリ

ョシ（キタヨシ）

ツルヨシ（ヂシバリ）

ホテイチク

マダケ

ハチク

モウソウチウ

ァズマネザサ（シナガワザサ）

ネザサ

シマダケ（チゴザサ）

　トヨオカザサ（ア赫ザサ，シラカワザサ）

ミゾイチゴツナギ

タマミゾイチゴツナギ

スズメノカタビラ

コイチゴツナギ

アイヌソモソモ

イトイチゴッナギ

オオイチゴツナギ

ナガバグサ

イチゴツナギ（ザラツキイチゴツナギ）

オオスズメノカタビラ

　ヒエガエリ

　ウキシバ

ヤダケ
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新潟県植物目録［チェックリストユ（予報）2005

Sacci。’epts　i，Uirica．．（L．）Chase　vaτ．　indica

5璽aecielepis　indi｛エz（L．）　Chase　var．　o那εfo剤〃1　GIak　i且o）　Ohw　i

Sasa　kOtゼlensis　（Rupr，）　冠akino　et　Shibata　　　　　　　，

S（rsa　me8alophyUa　Makino　et　Uchida

Sasa　nipponica（旺akino）　瓦aldno　et　Shibata

5ロ5召palt祀｛；ta（Bean）　Nalcai

5【as｛：senロ皿母π＄is（Franch．　司∋t　Sav．）　R¢hder

Sasa　yeitchitr（Carri籍re）　R已hder　var．　gt「andije互此に（Koidz．）　Sad．　Suzuk　i

＆rSa　yahikO’D　eszsis澁akino

ε＆盟8ξ蝕ノ冨5¢召‘海距（Ma正くi旦o）難創｛ino

轟tsaeila　rames¢（Ma王｛iI｝O）涯ak　i　no

SaSa｛ゴla　sadoe皿sis（Nal｛ai）Sad　Suzul｛i

Secai｛雪｛：erε母le　L．

Semiarロndinaria　yashadahe（Llak　i　110）Mak　i　no

Seta【～rξ直‘ゐoπざ擢｛漉雌己　（Steud．〉　肇｛onda

Se抽rifi　faberi　Her舩

Setaria　gSauca（L．）P．　Beauv．

Setaria　itaξic窪P．　BeauΨ．

SetatSa’　patξ三と～｛rLt｝is｛：a（Schumach．）　S七a誕｝f　e士　C．　E、　Hubb．

Setal｛窪握ξず爵ε〈L．＞1｝．　B巳琶uv．Ψar．　yiridis　f．　yirid言5

Seinria　viridS5〈L．）P．　Beauv．　var．　virξdi5　f．燐isera　Honda

5ξ紐罫毎麗拝醜（L、）P．B｛∋a超Ψ．　var．　PCIt：kys如℃bys（Franch．　e士Sav」）糠盛｛圭no　e亡Ne匪〇七〇

Setarξa　x　pycnecema（Ste！1ξL）｝｛e！｝raゴ（圭ex醤akai

5躍醜頃｝君8舞ξ襯嵐鑓¢｛：（Zoll．〉琶aki！10芭コ〈聾akai

勘㎎毒鐸羅ftaiepe擢5e（L．＞PeゴS．　vaL君ropin響unm《｝韮itchc．〉｛｝製wi’

勘＠轟硬｛｝8en　cetul；？e野〈Th犠n量｝．）｝韮aok．

Spedic夢｛碧｛潅鋤窪塑ε羅ま斑疑｛童¢k．

Spedξop｛）9θ轟　sSbirξc．　us　Tri轟．

Sp｛｝憩むoξ雄壷雇ξξ蝕（Steu藍〉凪（ほa￥t｛｝n

Sp｛き憩吾り～欝∫禦o犀ま‘邸lsも｛…這藍）輩aHi皿

5ゴ夢偉昇｛31a’羅ensts　ljEM｛：｛…

翫脚｛毎蜘雌量Fersk　vaLメ｛脚麗勲（職1羅〉藍ak蜘

7力鐸ξiy｛3¢轟ξ｛堆亀～三’廊〈｝至oa｛圭a＞α盟r〈｝h

聾‘5群翼僻轟翼窪醒（丁益uab．）ehRi

Tgisettii＃　sl｝設擢無瞬（L．＞Ri｛｝畿．

簾羅起維亀蜘鹸（｛∋r三se董｝．＞Ture2．　e｝二s鉛≦｝f

鎌弊雛∫謬β舞言確s毛｛蝿｛圭

Zeysia　ma｛：罫齪舶竃細涯Ff農轟¢｝｝．｛誌Sa1ξ．

蓋｝聖5緯」幹¢ε夢｛瞬（｛1臼廿dSRaard｝菰．｝｛｛｝重重まεt｝態τo装i

ハイヌメリ

ヌメリグサ

チシマザサ（ネマガリタケ，エチゴザサ）

オオバザサ

ミヤコザサ

（イトザサ，　ナンダィミヤコザサ，　フシゲミヤコザサ）

チマキザサ

シナノザサ（クマイザサ，フシゲクマイザサ）

オオササ

ヤピコザサ

カリワシノ

アズマザサ

サドザサ

ライムギ（クロムギ，ナッコムギ）

ヤシャダケ

イヌアワ

アキノエノコログサ

キンエノコロ

．アワ

コツプキンエノコロ

エノコログサ

ムラサキエノコロ

ハマエノコ召

オオエノコロ　　　　　　　　’

オカメザサ

セイバンモロコシ

アブラススキ

ミヤマアブラススキ

オオアブラススキ

ネズミノオ

ヒゲシバ

ハネガヤ

メガル露ヤ

ハイドジヨウツナギ

海ニツijグサ

ijシ彗滋二’Y　ij

マコモ

シバ

オニシバ

コウライシバ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ・譲¢魯齪｝　　　　　　　1量トイ毛講

遵｛姫ぎξ錘｛濯9a誕＃s　L．

オ偲r齪8羅醒‘潔欝s｛｝語丑ぎ

オだ課鐸溺鐸鐸羅躍書照輩輪盈三砿　s畢bs茎｝．ξ糧葦｝照毎灘く莚R窪｝．）i｛．｛｝1｝as短薄㌻」．蕊種怨竜経

蓋野鈷駕趨霞議碗｛導細鐸農欝聾虚ai

ショウプ

セキショrン

ヒuハテンナンショウ

ヒトツバテンナンショウ

一一鼬怦



新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

！｛riStre〃m　nikOense　Nakai

14risae〃1αserratum　（Thunb．）　Schott

〆lr・isqema　thunbergii　Blu皿e　subsp．　urashima（Hara）　H．　Ohashi　et　J．　hlurata

Calla、ρα’ム困tris　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

Colocasia　esculenta（L，）　Schott

Lysichiton‘απ鉱5〔：ん口！tcense　（L．）　Schott

pinetlia　ternata（Thunb．）　Breit．

P∫5’f〔：stratiotes　L．

Sy囮P’ocαηワus　fbetidtts　Nutt．　Ψar．　lat’∬’π昭5（h｛akino）　聾｛．　Hara

Symplocarpus励ekZiraensis　Otsuka　et　K・・lnoue

Symp’ocarp　us　nipponictLS　｝Ia工｛：ino

ユモトマムシグサ

マムシグサ（コウラ行ンナンショウ）

ウラシマソウ

ヒメカイウ（ミズイモ）

サトイモ

ミズバショウ

カラスビシャク（ハンゲ）

ボタンウキクサ

ザゼンソウ

ナベクラザゼンソウ

ヒメザゼンソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lemnaceae　　　　ウキクサ科

Lemna　aouin’kusa　BepPu　et　hIurat　a　subsp．　hekurikuensis　BepPu　e　t　Murata

LeJ冗na　gibba　L．

Lemna　minor　L．

Lemnaperpusilla　Torrey

Spir・04eta　polyrhiza（L．）　Schleid

ホクリクアオウキクサ

イボウキクサ

コウキクサ

アオウキクサ

ウキクサ

Sparganiaceae ミクリ科

Sparganiumεmersum　Reh1n

Sρarganii　m　ere‘tum　L．

Sparganiumfallax　Graebn．　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマトミクリ

Spakganium　glomeratui冗　（Beur1．　ex　Laest．）　L　M．　Nesvrnan　var．　glomeratum

Sparganium　gloJ祠eratum　（Beur1．　ex　LaestL）　L・h｛・New皿an　var・angttsn70tium　Graebn・

　　　　　　　　　　　　　　　　ト
Sparganium　gramineum　Georgi

Sparganium／aponicum　Rothert

Sparganium　stenoρhyllum　Hax　im

乃，pha　angustifo’∫αL

Typha　latifolia　L．

Typha　orientalis　Pres1

Typhaceae ガマ科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cyperaceae　　カヤツリグサ科

Butbosc庖oenus／luviatitis　（Torr．）　Soj　6　k　subsp．　yagara　（Ohw　i）　T・Koya皿a

BulbeschoenttS　maritimus（L．）　Palla

Bulbosちylis　barbata（Rottb．）　Kunth

Bulbosty’is・densa（Wa11．）HancL・一｝lazz・

Car・ex　albata　Boott

Carex　aphanotepis　Franch：　et　Sav．

Carex　aphy”（）PtLS　K　U　kenth，

Carex　arenico’a　F．　Sc㎞idt

Car・ex　augustinewiczii　｝｛e　insh．　　　’

Carex　biwensis　Franch．

Carex　b’epharicariワd　Franch．　var．　blephat・icarpa　　　　　　　　　　　・

エゾミクリ

ミクリ

タマミクリ

ホソバタマミクリ

ウキミクリ

ナガエミクリ

ヒメミクリ

ヒメガマ

ガマ

コガマ

ウキヤガラ（ヤガラ）

コウキヤガラ（エゾウキヤガラ，幼キヤガラ）

ハタガヤ

イトハナビテンツキ

ミノボロスゲ

エナシヒゴクサ（サワスゲ）

タテヤマスゲ

クロカワズスゲ

ヒラギシスゲ（エゾアゼスゲ）

マツバスゲ

ショウジョウスゲ

一一 U5－一
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新潟県植物目録［チェックリスト｝（予報）2005

Carex・b’｛卿伽脚Franch，　var．　dueensis（班einsh．）Akiyama

Car己冠brOM／n”　Tuckerl】］L

Carex　brannescens　（Pers．）　Po　i　r．

Carex　cal）’1’acea　Boott

Carex　caryepftyllea　Lat。ur．　var．加∫cr・耽舳（Franch．）K極kenth．

《：arex‘’”ato〃larg’nata　Nakai

Carex　con’cα　Boott

（rarex‘晶『∫a　Gooden．

Carex　cロrソicollis　Franch．　et　S　av．

Carex　dew｛ryana　Schwein．　Ψar．　sen｛7nensis（Ohwi）　T．　Koya皿a

Carex　diandra　Sch　rank

Carex　dicAゴns”　Franch．　et　Sav．

Carex　dit祀orphotepis　S　teud．

Carex　dispalata　Boott

Carex　dlssitsuora　Franch．

C己r｛罷doenitz”　Bogck．

Carex　dotichosta‘1りta　Hayata　va　r．　gtaberrim’　a　（Ohwi）　T．1｛oya皿a

Carex　doniana　Spreng．

Carexノ「edia　Nees　var．〃；iyabei（Franch．）　T．　Koya皿a

Carexf庁bri互’esa　Franch．　．e　t　Sav．

Carex／itipes　Franch．　et　Sav．　va　r．　roayana（Franch．）　Ktikenth．

Carexfワabe”ロ∫α　H．　L6v．　et　Vaniot

Carex∫laレocusp’s　Franch．　et　Sav．

Car｛uefoliosissima　F．　Sch皿idt

Carex　goliosi∬fη！α　F．　S　ch田idt　var．　pallidivaginata　J．　Oda　＆　Nagam．

Cα「exプbザc以」α　Franch．　et　Sav．

Carex　g’∂加Wah　l　enb．

Car・ex　hakkOdensis　Franch．

Carex　hakOnensis　Franch．　et　Sav．

Carex　hetero’epis　BUIlge

Car・ex　hondoensis　Ohwi

Carex　incisa　Boot七

Carex　insaniae　Ko　i　dz．　var．　ittsaniae

Carex　insaniae　Koidz．　var．　pap”laticutmis　（Ohw　i）　Ohwi

Carex’schnostロ‘hya　Steu（工

Carex／ace屈5　C，　B．　Cユarke

Carex／apon’ca　Thunb．

Carex　kiote屈sis　F　ranch．　et　S　av．

Carex　kObomugi　Ohw　i

Carex　lanceotata　Boo七t

Carex　las’ocarpa　Ehrhart　var．　occu’tans（Franch．）　K　li　kenth．

Carex　lenta　D．　DoIl

Carex　teucochlora　Bunge　va　r．互eucochtora

Carex　tet”　ec・htora　Bunge　var．．fifli‘ulmis　（Franch．　et　Sav．）　Kitag．

Carex　li〃zosa　L．

Carex｛ソngbツei　Ho　r皿已m．

タカネショウジョウスゲ

アワボスゲ

ヒメカワズスゲ

ハリガネスゲ（エゾマツバスゲ）

チャシバスゲ（ハマシバスゲ）

ケタガネソウ

ヒメカンスゲ

バクサンスゲ

ナルコスゲ

ホスゲ

クリイロスゲ

オニスゲ（ミクリスゲ）

アゼナルコ

カサスゲ（ミノスゲ）

ミヤマジュズスゲ

コタヌキラン

ミヤマカンスゲ

シラスゲ（ムシヤスゲ）

ビロードスゲ

ハマアオスゲ

ォオタマツリスゲ

ヤマテキリスゲ

ミヤマクロスゲ

オクノカンスゲ（エゾカンスゲ）

ウスイロオクノカンスゲ

タニガワスゲ

マスクサ

イトキンスゲ

コハリスゲ（コケスゲ）「

ヤマアゼ．スゲ

アイズスゲ

カワラスゲ（タニスゲ）

ヒロバスゲ

アオバスゲ

ジュズスゲ

バガクレスゲ

ヒゴクサ（ヒゴスゲ）

テキリスゲ

コウボウムギ

ヒカゲスゲ

ムジナスゲ

ナキリスゲ

アオスゲ

イトアオスゲ

ヤチスゲ（アカヌマゴウソ）

ヤラメスゲ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Carex　maackii　Hax　iEL

Carex脚ロ‘u’ata　Boott

Carex　mexi硯owiczii｝・fiq．

（］arex　mertensii　Presc，　Ψar．　t」rostac妙s（Ffanch．）　K雌1｛enth．

Carex　mic’；ロex’ana　Boeck．　var．　asiati‘a　（Hult．）　Ohw　i

Carex〃1f〔tdendOi　ffii　F．　Sch皿idt

Cロrex艇oJJ’‘μ1α　Boott

Carex　r祀orrowii　Boott　var．　ternr101epis　（Franch．）　Ohwi

Care北nerりata　Franch．　et　Sav．

Ca『ex　neurocarpa　｝iiaxim．

Carex　otiyacea　Boo七t　var．　an8皿stior　I｛萌kenth．

Carex　omiana　Franch，　et　Sav。　var．　omiana

Carex　omiana　Franch．　et　Sav．　var．　monticσla　Ohw　i

Carex　onoei　Franch．　et　Sav．

Carex　otarμensis　Franch．

Carex　otayae　Ohwi

Carex　oxyandra（Franch．　et　S　av．）　Kud6

Carex、ρarctnora　Boott　var．　macroglo∬α（Franch．　et　Sav・）　Ohw　i

C直rex　par‘ヴZora　Boott　var．　parcケ10ra

Carex、pロrc彰o囮Boott　var．　vaniotii（H、　L6v．）Ohwi

C己『ex、paucblora　Lightf．

Carex　paupercula　Il　ichx、

Car己x　pha‘ota　Spreng．

Ca　rex　pilosa　SCOI〕、

Carex　ptanata　Franch．　et　Sav・

Carex　planiculmis　Kom．

Carex　podogyna　Franch．　et　Sav．

Carex、pseudocuraica　F．　S　ch皿idt

Cαr｛窺、pumi’a　Thunb，

Carex　pyrenaica　Wahlenb．

Carex　reinii　Franch．　et　Sav．

Carex　r・hizepoda　Max　iHL

Carex　rhynchophysa　C．　A．　Mey．

Carex　rochebrunii　Franch．　et　Sav．

Carex　rugata　Ohw　i

Carex　rμ8μ’σ5α　K廿kenth．

　Carex　sachalinensis　F．　Schmidt　var．プ詮’りα（Ohwi）　Ohwi

　Carex　5ロ‘halinensis　R　sl｝hmidt　va】∴　sacha’inensis

　Carex　sadeen，sis　Franch．

　Carex　s‘αわr哩声btia　Steu（エ

　　　　　　　　モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　Carex　scita　Max1皿　var．　sctta

　Carex　scita　MaxinL　va】〔㌔　breレisquama　（Koidz．）　Oh冊i

　Carex　scitaeformis　Kukenth．

　Carex　scoρar’a　Schkuhr　ex　Willd－

　Carex　shimidze冗sis　Ffancb．

　Caノ・ex　siderosticta　Hance

ヤガミスゲ

タチスゲ

ゴウソ

キンチャクスゲ

ミタケスゲ

トマリスゲ（ホロムイスゲ）

ヒメシラスゲ

ホソバカンスゲ（サドカンスゲ）

シバスゲ

ミコシガヤ

ミヤマシラスゲ

ヤチカワズスゲ

カワズスゲ

ヒカゲハリスゲ（ハリスゲ），

オタルスゲ（ヒメテキリスゲt）

ナガエスゲ

ヒメスゲ

コジュズスゲ

グレーンスゲ（カミコウチスゲ）

ナガボノコジュズスゲ

タカネハリスゲ（ミガエリスゲ）

ダケスゲ

　ヒメゴウソ（アオゴウソ）

サッポロスゲ（ハナマガリスゲ）

タカネマスクサ

　ヒカゲシラスゲ

　タヌキラン

　ツルスゲ

　コウボウシバ

　キンスゲ（セイタカキンスゲ）

　コカンスゲ（ナンプスゲ）

　シラコスゲ

　ォオカサスゲ

　ヤブスゲ

　クサスゲ

　オオクグ（オオムシャスゲ）

　キイトスゲ

　ゴンゲンスゲ

　サドスゲ

　シオクグ（ハマクグ）

　ミヤマアシボソスゲ

　アシボソスゲ（シロウマスゲ）

　オオタヌキラン（マシケスゲモドキ）

　アメリカヤガミスゲ

　アズマナルコ（ミヤマナルコスゲ）

　タガネソウ
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Cat・ex　stenantha　Franch．　et　Sav．

Car｛ue　stenostachン5　Franch．　et　Sarみstenos’achys

Car｛ue　stenostachン5　Franch．　et　Sav．　va】∴　’kegamiana　T．　Koyama

Car・ex　5’ipata　Huh　1．

Carex　tenuiformis　H．・Lev．　et　Vaロi。t

Carex　thunbergii　Steu乱

Carex　transversa　Boott

（】arat　yesicaria　L．

Cladium　chinense　Nees

Cyperus　an：uricus腿ax　i皿

qソperas　breり旅）litLs（Rottb．）　Hassk　ΨaL　∬ε’o’epiS（Franch．　et　Sav・）　T・Koya皿a

CyρertLS‘o加pre∬Ius　L．

q｛ρεrμ∫頃がb摺畠L．

Cyperus　flacc　idus　R，　Br，

Cyρ　erus　flavidus　Retz．

Cyperus　9’omeratus　L．

Cyperus加span　L

Cyperus　iria　L

（；ypenム5　mi‘roirゼα　Steu（工

（：yperus　niigatensis　Ohw　i

Cyper皿s　nipponi‘us　Franch．　et　Sav．

CyperttS　oclbratttS　L．

Cyperus　or’1此｝sta‘起ソus　Franch．　et　Sav．

（ryperus、pロcシ7cμ3（Oh碑i）　Ohw　i

Cyperus．po｛ソ」sta‘砂05　Rottb．

（ryperus　rotundus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

（：Yl）ertzs　sanguinolenttLS　Vah　1

（；yperus　serotinus　Rottb．

CypertLS　tenuiSpica　Steud

E’εo伽ris・acicu∬aris（L．）R。e瓜et　Schul七．　var．’ongiseta　Svens。n

石1’εoc加ris　conges施二D．　Don　var．‘or18ε5∫〔し

E’eochariS　congesta　D．　DonΨar．　ther〃1alis（Hu　l　tξ…n）　T．　Koya皿a

E’eocharis　egruisett70rmis　（L監einsh．）　B．　Fedtsch．

El色o‘、庖ロr‘5　kOmt5c／iatica（C．　A．　Mey．）　Ko皿．　f．　kO加tschati‘a

Eteoc加r’5　hαmtschatica（C．　A．旺ey．）　1｛oロL　f．　reducta　Ohw　i

正ll色o‘haris　kuro8UM／ai　Ohwi

E’eochar’∫mamittata　H．　L　indb．　var．　qソclocarpa　Kitag．

Eleocharis｝vichurae　Boeck．

Eriophoru〃1　gracile　I｛och

Eriop加rum　yaginainm　L

Finめr’5ξソ∫’5　aestivalis　（Retj乙）　Vahl

F加わristylis　autumna∬is（L．）R。e凪et　Schult・

F’mbris｛ソ距5‘omplanata（Retz．）　Link

Fin！わris重ソlis　dichotoma　（L．）　Vah　I

F’mbrisリノ互is　diph，ソlloides　Mak　i　no

Fimわris（アlis　dipsac召a　C．　B．　C　l　arke

イワスゲ

ニシノホンモンジスゲ

コシノホンモンジスゲ

オオカワズスゲ

オノエスゲ

アゼスゲ

ヤワラスゲ

オニナルコスゲ

ヒトモトススキ（シシキリガヤ）

チャガヤツリ

ヒメクグ

クグガヤツリ

タマガヤツリ

ヒナガヤツリ

アゼガヤツリ

ヌマガヤツリ

コアゼガヤツリ

コゴメガヤツリ

カヤツリグサ　　　　　　　　　　　　噛

ニイガタガヤツリ

アオガヤツリ（オオタマガヤツリ）

キンガキッリ（ムッオレガヤツリ）

ウシクグ

シロガヤツリ

イガガヤツリ

ハマスゲ

カワラスガナ

ミズガヤツリ

ミズハナビ（ヒメガヤツリ）

マツバイ

ハリイ（オオハリイ）

エゾハリイ

スジヌマハリイ（ヒゲスジヌマハリイ）

ヒメハリイ（ヒメヌマハリイ）

クロハリイ

クログワイ

ヌマハリイ（オオヌマハリイ）

シカクイ

サギスゲ

ワタスゲ（スズメノケヤリ）

コアゼテンツキ

ヒメヒラテンツキ（クサテンツキ）

ノテンツキ（ヒラテンツキ）

テンツキ

クロテンツキ

アオテンツキ
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Fimbr’sty”∫miliaeea　（L．）　Vahl

Fimbrisくソlis　5er’cea（Poir．）　R．　Br．

Fimbristytis　squarrosa　Vah　l　var．　sguarresq

FimbriStylis　sguロrrosa　Vah　l　var．εε｛7μα月ro∫α　Hε皿｛ino

F励ristylis　subbiSpicata　Nees　et　Heyen

Lilフo‘arpha肛たrocel】ゐα’α（R．　B　r．）　Kunth

R雇ソnchespera　alba（L．）　Vahl

R励伽5po㎎鋤erj　c．　B．　Clarke

Rhynchosp　ora．加r’ei　Franch．

lR起ソπcんosporaプψ茸α㎎Mak　ino

R励伽spora・rugesa　Gale

R伽伽sp・ora・yas砒血παLI…盛in。

Schoenoplectus　hondOensis（Ohw　i）　Soj6k

5’choenople‘ttLSノ麗祀coides　（Roxb．）　Palla　subsp・ノロ㍑‘oides

ScitOenoplectusゴ麗πco∫伽　（Roxb．）　Pa　l　la　subsp．1めtarui（Ohw　i）　So　j　Ek

Scheeneplecttts　tactrstris（L．）　Palla　subsp．　vatidus（Vah1）　T．　Koyama

5‘1此）enoptec」ns　tineo’atus　（Franch．　e七Sav．）　T・Koya皿a

5c」bOenoplectus　mucrona血s　（L．）　Palla　subsp．　robustus（M　iq・）　T・Koyalna

Schoenoρlectus　mucropnattts　（L．）　Palla　subsp．　mucronatus　var・iShizewae　K・．　Kohno・

5c1めεπρP’e‘ttLS　nipponicus　（旺akino）　Soj五k

Schoenop互ec∫μ5’riqueter（L．）　Palla

Schoenoρlectus　waltichii　GIees）　T．　Koyama

5‘加ε仰’ectttS　x　trap　ezoide1tS（Koidz・）　Hayas・

5C‘r〕Pロsj訟irenoides　Haxi凪

Sci「1ワus刑axi〃zo1ザ’cz’i　c．　B．　Cl　arke

Scirpus　mitsukttr’anus　L圧akino

Sciノ’pms　rαd∫‘ans　Schk

ScirpttS　sylソati‘皿5　L．　var．　mtzximo｝ジ1czff　Rege　1

3‘irpus　wichurae　Boeck．

Scleria　parレμ’α　Steud．

τ｝・i‘hophorum　caεspitosum（L．）　Ha　rt皿・

et　H．　Ohashi

ヒデリコ

ピロードテンツキ

アゼテンツキ，

メアゼテンツキ

ヤマイ

ヒンジガヤツリ

ミカヅキグサ

イトイヌノハナヒゲ

オオイヌノハナヒゲ

コイヌノハナヒゲ

イヌノハナヒゲ

　ミヤマイヌノハナヒゲ

　　ミヤマホタルイ

　イヌホタルイ

　ホタルイ

　フトイ

　　ヒメホタルイ

　　カンガレイ

エoka1臣a　e七1〕aigobo

　　ロッカクイ

　　シズイ

　　サンカクイ

　　タイワンヤマイ

　　シカクホタルイ（サンカクホタルイ）

　　コマツカサススキ

　　タカネクロスゲ（ミヤマワタスゲ）

　　マツカサススキ

　　ツルアブラガヤ

　　クロアブラガヤ

　　アプラガヤ

　　コシンジュガヤ

　　　ミネハリイ

zingiber　mioga（Thunb．）Roscoe

Zingiberaceae ショウガ科

ミョウガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orchidaceae　　　ラン科

ノ4mitostigma　8raci’e（Blr皿e　）　Schltr・

Amitostigma　in’noshitae　（Makino）　Schltr・

Catanthe　discotor　L　ind　l．

Cala祀ゴたe吻poπ∫cαMakinO

Catanthe　reflexa｝faxim．

Calanthe　tricarinata　L　i　ndl．

Calypso　bulbosa　（L．）　Oal｛es　var，　speciosa　（Schltr・）　Makino

Cephalanthera　erecta　（Thunb，）　Blu01e　Ψar．　erecta

C，ph。lanther・・recta（Thunb．）B1・・e　var．・吻妙’凶liy・b・　et　K・da）Oh・i

ヒナラン

コアニチドリ

ェビネ

キンセイラン

・ナツエビネ

サルメンエビネ

ホテイラン

ギンラン

ユウシュンラン
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　Cephatantherafolcata（Thunb．）Blume　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キンラン

　Cepltatanthera　tongibracteata　Blume　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　ササバギンラン

　Coeloglossum　viride　（L．）　Hart皿．　var．　bracteatum　（iluh1．　ex　Willd．）　Richter　ex　Miyabe　et　T．｝｛　iyal｛e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アオチドリ（ネムロチドリ）

　Cremastra　appendicutata（D．　Don）1・lak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイハイラン

　Cremastra　unguicutata（Finet）Finet　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トケンラン

　Cymbidium　geeringii（Rchb．　f、）Rcbb．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュンラン

　（：ypripedium　debite　Rchb．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コアツモリソウ

　Cypriρedium　gattatum　Sw．　var．　yatabeanum（Llakino）Pfi七zer　　　　　　　　　　　キバナノアツモリソウ

　（）ypripedium　」’apenicum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クマガイソウ

　Cypriρedinm　macranthum　Sw．　var．　sρeciosum（Rolfe）Ko　i　dz．　　　　　　　　　　　アツモリソウ

　Dactytostatix　ringens　Rchb．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチヨウラン

　Dendrobium　monitiforn肥（L．）Sw．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セッコク

Eieorchis／aponica（A．　Gray）F澗aek．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サワラン（アサヒラン）

　Ephippianthus　schmidtii　Rchb．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コイチヨウラン

Epipactis　papillosa　Franch．　e七Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾスズラン

Epipactis　thunbergii　A．　Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カキラン（スズラン）

Galeota　septentrionatis　Rchb．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツチァケビ

Gastredia　elata　B　l　u肥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニノヤガラ

　Geodyera　fotiosa（Lind1．）　Benth．　ex　C．　B．　C　l　arke　var．　maximowicziana（｝［al｛ino）　F．　Maek．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アケボノシュスラン

Goodyera　macrantha　Max　iIll．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベニシュスラン

Goodソe　ra　pendu　ta　Max　im．　var．　pendu’a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツリシュスラン

Goodyera　pendu　ta　Maxi’mΨar．　brachyphylta　F．　hlaek．　　　　　　　　　　　　　　　ヒロハツリシュスラン

Goodyera　repens（L．）R．　B　r．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメミヤマウズラ

GoodJ／era　schlechtendatiana　Rchb．　f．　f．　schlechtendaliana　　　　　　　　　　　　　　ミヤマウズラ

Goodyera　schlechtendatiana　Rchb，　f．　f．　similis（Blume）Hakino　　　　　　　　　　　フナシミヤマウズラ（ア言ミヤマ転ラ）

Gymnadenia　camtschatica（Chan）Miyabe　et　Kud6　　　　　　　　　　　　　　　　ノビネチドリ

Gymnadenia　conopsea（L．）R．　Br．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テガタチドリ（チドリソウ）

Gymnadenia　cucultata（L．）Richard　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマモジズリ

Gymnadenia　juコ’isanerisis　Sug　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジチドリ

Habenaria　linearifotia　l，lax　im．　var．　brachycentra　H．　Hara　　　　　　　　　　　ヒメミズトンボ

Habenaria　radiata（Thunb．）Spreng．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サギソウ

Habenaria　sagittt7era　Rchb．　fil．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズトンボ

Herminium　lanceum（Thunb、）Vuijk　var．　longicrure（Wright）H．　Hara　　　　　　　　ムカゴソウ

Hetaeria　sikOla’ana（Ilak　ino　et　E　］faek．）Tuya皿a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメノヤガラ

Lεcanorchis　iaponicq　B　lume　var・hokurikuensis（Masa皿．）T．　Hash　im　　　　　　　　　・ホクリクムヨウラン

Liparis　auricutaM　B　lu皿e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギボウシラン

Liρaris．fi4jisanensis　E　Maek・ex　R　Konta　et　S・　｝・fatsumoto　　　　　　　’　　　　フガクスズムシソウ（フガク双ムシ）

Liparis／Oρonica（Hiq．）Max　in　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイタカスズムシソウ

Liparis　krameri　Franch．　et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　ジガバチソウ

Liparis　intmokt’ri　F．雁aek．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クモキリソウ

Liparis　inakinoana　Sch　l　tr・　　　　　　　　　’　　，　　　　　　　　　　　　スズムシソウ

Listera　cordata（L・）R・　Br・Ψar・1’aponica　H・　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コフタバラン（フタバラン）

Listera　iaponica　B　lu皿e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメフタバラン（ムラサキフタバラン）

Listera　makineana　Ohw　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アオフタバラン
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Lis　te　ra　niPP・π加hlak三n。

ルfa’czxis　monophy”05　（L．）　Sw．

ルlyn祀echis／aponica　（Rchb．　f．）　Ro　l　fe

Nεottia　nidus－avis（L．）　R　ich，　var．　ma’idshurica　I｛o皿．

Orch’5　aristata　Fisch．　ex　Lind　l．　　　　　　　　　－

Orchis　cycloch訂a（Franch．　et　Sav．）　！itax　im

Orchisノ…：uriei　Finet

Orchis　gramint70tia’（Rchb．　f．）　Ts．　Tang　et　F．　T．　Wang

Oreorch’∫patens（Lind1．）　L　ind1．

P’atanthera　c’；or’siana（ChaHL）　Rchb．　f．

Platantheraプlorenti・Franch．　et　Sav．

Platanthera’10’08・lottis　 Maxim．

Platar1thera　hyperborea（L．）　Lindl．

Platanthεraゴ〔rponica　（Thunb．）　Lind1．

Platanthera　mandarinorum　Rchb．　f．　var．　bra‘hycentron　（Franch、　et　S　av．）　Ko　i　dz、

P’atanthera　manciarinorum　Rchb．　f．　var．　etongatoca’carata　Keidz．

P’atan卸2era〃1andarinorum　Rchb．　f．　var．　neg∬ecta（Schltr．）　F．　Maek．

Plロtanthera　maximowicz’ana　Schltr．

P’atanthera　minor（Miq．）　Rchb．　f．

P’atanthera　oph弓，dioides　F．　Sch皿idt　var．　menop／tylla　Honda

P’atanthera　sachalinensis　F．　Schmidt

P互atanthera　tipuloides　L　ind1．　var．　tiputoides

Ptatanthera　tipuloides　Lind1．　var．　nipPoni‘α（hfak　ino）　Ohwi

」P’atanthera　uzenensis　（Ohw　i）　F．｝［aek．

Pegonia／aponica　Rchb．　f．　　，

Pogonia〃zinor　（｝faki】コ」o）　hleLkino

Spiranth召s　sinensis　（Pers．）　A皿es　var．　aJ冗oena（H．　B　ieb．）　H。　Hara

Tiputariajap・ni‘a　Hatsu皿．

Tulotis　iinumae　Glakino）Hara

Tulotis　ussur・iensis　（Rege　l）　Hara

レ「anda　lametlata　L　ind　l．

　I／exitlabium　nahaianum　F．｝Iaek．

｝foania／aponica　biaxim．

ミやマフタバラン

ホザキイチヨウラン

アリドオシラン

サカネラン

ハクサンチドリ

カモメラン

オノエラン

ウチョウラン

コケイラン

タカネトンボ

ジンバイソウ

ミズチドリ

シロウマチドリ（ユウバリチドリ）

ッレサギソウ

ヤマサギソウ

オオバナヤマサギソウ

マイサギソウ

タカネサギソウ

オオバノトンボソウ

キソチドリ

オオヤマサギソウ

ホソバノキソチドリ

コバノトンボソウ

ガッサンチドリ

トキソウ

ヤマトキソウ

ネジバナ（モジズリ）

ヒトツボクロ

イイヌマムカゴ

　トンボソウ

　コウトウヒスイラン

ハクウンラン

ショウキラン
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