
【索引】
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【A〜Z】
Miyabea naganoi	 （2065）	……………54,254

【ア】
アイゾメイグチ	 （5021）	……………58,297
アイナエ	 （1372）	……………44,141
アイバゴケ	 （2084）	……………55,258
アオウロコゴケ	 （4069）	……………58,291
アオガネシダ	 （1051）	…………… 37,77
アオカワモズク	 （3007）	……………56,269
アオゴウソ	 （1663）	……………51,199
アオスズラン	 （1713）	……………52,209
アオチドリ	 （1700）	……………51,206
アオチャセンシダ	 （1050）	…………… 37,76
アオネカズラ	 （1105）	…………… 38,87
アオホオズキ	 （1427）	……………45,152
アオホラゴケ	 （1027）	…………… 36,72
アオロウジ	 （5032）	……………59,299
アカイシコウゾリナ	 （1519）	……………47,170
アカウキクサ	 （1112）	…………… 38,89
アカガシ	 （1125）	…………… 38,91
アカカンバ	 （1124）	…………… 38,91
アカギキンポウゲ	 （1180）	……………40,102
アカサビゴケ	 （4055）	……………58,288
アカサルオガセ	 （4036）	……………57,285
アカゾメトコブシゴケ	 （4013）	……………57,280
アカツブノリ	 （4065）	……………58,290
アカハナワラビ	 （1014）	…………… 36,69
アカヒゲゴケ	 （4035）	……………57,284
アカヤシオ	 （1352）	……………44,137
アキザキヤツシロラン	 （1720）	……………52,210
アギナシ	 （1539）	……………48,174
アキノギンリョウソウ	 （1339）	……………43,134
アキノハハコグサ	 （1501）	……………47,167
アケボノシュスラン	 （1722）	……………52,211
アケボノスミレ	 （1296）	……………42,126
アケボノソウ	 （1377）	……………44,142
アサザ	 （1383）	……………44,143
アサマヒゴタイ	 （1523）	……………47,171
アシナガイグチ	 （5015）	……………58,295
アシボソクリタケ	 （5010）	……………58,294
アスヒカズラ	 （1003）	…………… 36,67
アズマイチゲ	 （1166）	……………39,100
アズマガヤ	 （1620）	……………50,190
アズマギク	 （1499）	……………47,166
アズマシャクナゲ	 （1348）	……………43,136
アズマシライトソウ	 （1567）	……………48,180
アズマスゲ	 （1657）	……………50,198
アズマツメクサ	 （1230）	……………41,112
アズマレイジンソウ	 （1158）	…………… 39,98
アゼオトギリ	 （1209）	……………40,108
アゼテンツキ	 （1676）	……………51,202

アツカワオオイシソウ	 （3002）	……………56,268
アツバサイハイゴケ	 （2108）	……………55,263
アツモリソウ	 （1707）	……………52,208
アナイワタケ	 （4002）	……………56,278
アブノメ	 （1430）	……………45,152
アマクサシダ	 （1041）	…………… 36,75
アマナ	 （1563）	……………48,179
アメリカフラスコモ	 （3023）	……………56,272
アヤメ	 （1593）	……………49,185
アラゲヒョウタンボク	 （1467）	……………46,160
アラハシラガゴケ	 （2013）	……………53,244
アリドオシ	 （1391）	……………44,145
アリドオシラン	 （1738）	……………52,214
アワコガネギク	 （1497）	……………47,166
アワスゲ	 （1646）	……………50,196
アワボスゲ	 （1650）	……………50,196
アワモチゴケ	 （4049）	……………57,287

【イ】
イイヌマムカゴ	 （1747）	……………53,216
イカリソウ	 （1192）	……………40,105
イギイチョウゴケ	 （2083）	……………55,258
イシカワモズク	 （3005）	……………56,268
イシヅチゴケ	 （2033）	……………54,248
イシバイキノリ	 （4064）	……………58,290
イチョウウキゴケ	 （2114）	……………56,264
イチョウシダ	 （1049）	…………… 37,76
イチヨウラン	 （1709）	……………52,208
イチリンソウ	 （1164）	…………… 39,99
イッポンシメジ	 （5012）	……………58,295
イトイ	 （1594）	……………49,185
イトイチゴツナギ	 （1627）	……………50,192
イトイヌノハナヒゲ	 （1678）	……………51,202
イトイヌノヒゲ	 （1598）	……………49,186
イトゲジゲジゴケ	 （4058）	……………58,289
イトゴケ	 （2048）	……………54,251
イトシャジクモ	 （3010）	……………56,269
イトテンツキ	 （1645）	……………50,195
イトトリゲモ	 （1555）	……………48,177
イトハコベ	 （1152）	…………… 39,97
イトヒキフタゴゴケ	 （2020）	……………53,245
イトヒバゴケ	 （2044）	……………54,250
イトモ	 （1548）	……………48,176
イナデンダ	 （1071）	…………… 37,81
イヌイワデンダ	 （1099）	…………… 38,86
イヌスギナ	 （1012）	…………… 36,69
イヌセンブリ	 （1380）	……………44,142
イヌノヒゲ	 （1600）	……………49,186
イヌノフグリ	 （1450）	……………46,156
イヌハギ	 （1266）	……………42,120
イブキトラノオ	 （1132）	…………… 39,93
イブキボウフウ	 （1328）	……………43,132
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イボタヒョウタンボク	 （1464）	……………46,159
イボヒシャクゴケ	 （2087）	……………55,259
イラモミ	 （1115）	…………… 38,89
イリタマゴゴケ	 （4007）	……………56,279
イワイヌワラビ	 （1085）	…………… 37,83
イワインチン	 （1496）	……………47,166
イワウイキョウ	 （1335）	……………43,133
イワウサギシダ	 （1094）	…………… 38,85
イワウラジロ	 （1037）	…………… 36,74
イワオウギ	 （1264）	……………42,119
イワオトギリ	 （1210）	……………40,108
イワオモダカ	 （1107）	…………… 38,88
イワキンバイ	 （1253）	……………41,117
イワシモツケ	 （1260）	……………41,118
イワゼニゴケ	 （2111）	……………55,264
イワツクバネウツギ	 （1470）	……………46,160
イワナンテン	 （1345）	……………43,135
イワヒバ	 （1010）	…………… 36,68
イワヘゴ	 （1060）	…………… 37,78
イワベンケイ	 （1228）	……………41,112

【ウ】
ウキガヤ	 （1618）	……………50,190
ウキゴケ	 （2113）	……………56,264
ウキシバ	 （1629）	……………50,192
ウサギシダ	 （1093）	…………… 38,85
ウシクサ	 （1630）	……………50,192
ウシタキソウ	 （1311）	……………43,129
ウスギオウレン	 （1173）	……………39,101
ウスキクダチイ	 （4025）	……………57,282
ウスゲチョウジタデ	 （1314）	……………43,129
ウスバサイシン	 （1202）	……………40,107
ウスバスミレ	 （1290）	……………42,124
ウスヒメワラビ	 （1081）	…………… 37,83
ウスユキソウ	 （1512）	……………47,169
ウチキウラミゴケ	 （4051）	……………57,288
ウチョウラン	 （1757）	……………53,218
ウツロベニハナイグチ	 （5019）	……………58,296
ウマスゲ	 （1656）	……………50,198
ウメウツギ	 （1233）	……………41,113
ウメガサソウ	 （1337）	……………43,134
ウメバチソウ	 （1235）	……………41,113
ウラシマソウ	 （1636）	……………50,194
ウラジロ	 （1025）	…………… 36,71
ウラジロウコギ	 （1322）	……………43,131
ウラジロオオイワブスマ	 （4001）	……………56,278
ウラジロハナヒリノキ	 （1344）	……………43,135
ウラジロヒカゲツツジ	 （1350）	……………44,136
ウラジロヨウラク	 （1346）	……………43,136
ウリカワ	 （1540）	……………48,174
ウルシゼニゴケ	 （2110）	……………55,263

【エ】
エキサイゼリ	 （1324）	……………43,131
エゾアオイスミレ	 （1299）	……………42,126
エゾカモジグサ	 （1613）	……………49,189
エゾキヌシッポゴケ	 （2010）	……………53,243
エゾスズラン	 （1713）	……………52,209
エゾヌカボ	 （1604）	……………49,187
エゾノタチツボスミレ	 （1288）	……………42,124
エゾハクフンゴケ	 （4061）	……………58,290
エゾミソハギ	 （1305）	……………42,127
エゾムギ	 （1614）	……………50,189
エゾヤハズゴケ	 （2106）	……………55,263
エビネ	 （1691）	……………51,205
エビモ	 （1549）	……………48,176
エビラシダ	 （1095）	…………… 38,85
エンシュウベニシダ	 （1067）	…………… 37,80
エンレイソウ	 （1586）	……………49,184

【オ】
オウギカズラ	 （1410）	……………45,148
オオアカウキクサ	 （1113）	…………… 38,89
オオアブノメ	 （1432）	……………45,153
オオイシソウ	 （3001）	……………56,268
オオイシソウモドキ	 （3003）	……………56,268
オオイチョウタケ	 （5003）	……………58,293
オオイヌノハナヒゲ	 （1679）	……………51,202
オオカナワラビ	 （1056）	…………… 37,78
オオカムリゴケ	 （4044）	……………57,286
オオカラマツ	 （1188）	……………40,104
オオガンクビソウ	 （1495）	……………47,165
オオキジノオ	 （1022）	…………… 36,71
オオキヌタソウ	 （1396）	……………45,146
オオキノボリイグチ	 （5017）	……………58,296
オオキヨズミシダ	 （1075）	…………… 37,81
オオクボシダ	 （1109）	…………… 38,88
オオサイハイゴケ	 （2109）	……………55,263
オオサナダゴケ	 （2073）	……………55,256
オオサビイボゴケ	 （4046）	……………57,287
オオシロカネソウ	 （1176）	……………40,102
オオズミ	 （1251）	……………41,117
オオスルメゴケ	 （4030）	……………57,283
オオダイアシベニイグチ	 （5020）	……………58,296
オオツヅラフジ	 （1194）	……………40,105
オオナンバンギセル	 （1455）	……………46,157
オオニガナ	 （1520）	……………47,170
オオバキセガワノリ	 （4068）	……………58,291
オオバキノリ	 （4068）	……………58,291
オオバショリマ	 （1080）	…………… 37,82
オオバチドメ	 （1327）	……………43,132
オオバナオオヤマサギソウ	（1746）	……………53,216
オオバノアマクサシダ	 （1043）	…………… 37,75
オオバノトンボソウ	 （1750）	……………53,216
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オオバノハチジョウシダ	 （1042）	…………… 37,75
オオバヒョウタンボク	 （1467）	……………46,160
オオハンゲ	 （1637）	……………50,194
オオヒキヨモギ	 （1449）	……………46,156
オオヒメワラビ	 （1089）	…………… 38,84
オオビランジ	 （1149）	…………… 39,96
オオフジシダ	 （1031）	…………… 36,73
オオミミゴケ	 （2050）	……………54,251
オオモミジガサ	 （1516）	……………47,170
オオモミタケ	 （5001）	……………58,293
オオヤマカタバミ	 （1269）	……………42,120
オオヤマサギソウ	 （1751）	……………53,217
オオヤマツツジ	 （1354）	……………44,137
オオヤマフスマ	 （1143）	…………… 39,95
オオヤマレンゲ	 （1155）	…………… 39,97
オオルリソウ	 （1399）	……………45,146
オカオグルマ	 （1532）	……………48,173
オカタツナミソウ	 （1422）	……………45,151
オキナグサ	 （1178）	……………40,102
オクタマシダ	 （1047）	…………… 37,76
オクヤマコウモリ	 （1517）	……………47,170
オグルマ	 （1503）	……………47,167
オサバグサ	 （1217）	……………40,110
オシャグジデンダ	 （1104）	…………… 38,87
オトコゼリ	 （1182）	……………40,103
オナモミ	 （1535）	……………48,173
オニカナワラビ	 （1054）	…………… 37,77
オニシバリ	 （1286）	……………42,124
オニナルコスゲ	 （1667）	……………51,200
オニノヤガラ	 （1718）	……………52,210
オニバス	 （1196）	……………40,106
オニビシ	 （1309）	……………43,128
オミナエシ	 （1471）	……………46,161

【カ】
カイガネクロゴケ	 （2021）	……………53,246
カイジンドウ	 （1408）	……………45,148
カイタカラコウ	 （1514）	……………47,169
カイヅカイブキ	 （1119）	…………… 38,90
カイフウロ	 （1271）	……………42,121
ガガブタ	 （1382）	……………44,143
カキツバタ	 （1592）	……………49,185
カキラン	 （1714）	……………52,209
カゴタケ	 （5037）	……………59,300
カザグルマ	 （1171）	……………39,101
カサゴケモドキ	 （2036）	……………54,249
カシミールクマノゴケ	 （2002）	……………53,242
カセンソウ	 （1506）	……………47,168
カタイノデ	 （1072）	…………… 37,81
カタクリ	 （1570）	……………49,180
カタシャジクモ	 （3011）	……………56,270
カタヒバ	 （1006）	…………… 36,68

カナワラビ	 （1056）	…………… 37,78
カバイロイワモジゴケ	 （4062）	……………58,290
カビゴケ	 （2102）	……………55,262
カモメラン	 （1717）	……………52,210
カヤラン	 （1760）	……………53,218
カラクサシダ	 （1039）	…………… 36,74
カラフトミヤマシダ	 （1086）	…………… 38,84
カラマツソウ	 （1187）	……………40,104
カリガネソウ	 （1406）	……………45,148
カリマタガヤ	 （1611）	……………49,189
カリヤスモドキ	 （1622）	……………50,191
ガリンイワノリ	 （4004）	……………56,278
カワヂシャ	 （1451）	……………46,157
カワノリ	 （3008）	……………56,269
カワモズク	 （3006）	……………56,269
カワラアカザ	 （1153）	…………… 39,97
カワラサイコ	 （1252）	……………41,117
カワラナデシコ	 （1142）	…………… 39,95
カワラニガナ	 （1510）	……………47,168
カワラハハコ	 （1485）	……………47,163
カワラマツバ	 （1395）	……………45,145
カワラヨモギ	 （1489）	……………47,164
カンアオイ	 （1201）	……………40,107
カンエンガヤツリ	 （1668）	……………51,200
ガンコウラン	 （1359）	……………44,138
カントウミヤマカタバミ	 （1268）	……………42,120

【キ】
キイロスッポンタケ	 （5040）	……………59,300
キオン	 （1528）	……………48,172
キキョウ	 （1483）	……………47,163
キクアザミ	 （1527）	……………48,172
キクザキイチゲ	 （1165）	…………… 39,99
キクザキイチリンソウ	 （1165）	…………… 39,99
キクタニギク	 （1497）	……………47,166
キクバナイグチ	 （5016）	……………58,296
キクムグラ	 （1392）	……………44,145
キクモ	 （1435）	……………45,153
キゴヘイゴケ	 （4027）	……………57,283
キジカクシ	 （1565）	……………48,179
キジノオシダ	 （1023）	…………… 36,71
キセガワノリ	 （4066）	……………58,291
キセワタ	 （1414）	……………45,149
キソチドリ	 （1749）	……………53,216
キダチノネズミガヤ	 （1624）	……………50,191
キダチヒラゴケ	 （2056）	……………54,253
キタミソウ	 （1436）	……………45,154
キツネノカミソリ	 （1588）	……………49,184
キヌイトフラスコモ	 （3019）	……………56,271
キヌガサタケ	 （5039）	……………59,300
キバナウツギ	 （1469）	……………46,160
キバナコウリンカ	 （1531）	……………48,173
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キバナノアマナ	 （1572）	……………49,181
キバナノコマノツメ	 （1289）	……………42,124
キバナノショウキラン	 （1763）	……………53,219
キバナハタザオ	 （1224）	……………41,111
ギフベニシダ	 （1066）	…………… 37,80
キブリハネゴケ	 （2059）	……………54,253
ギョウジャニンニク	 （1562）	……………48,179
キヨスミイトゴケ	 （2047）	……………54,251
キヨスミウツボ	 （1456）	……………46,158
キヨスミコケシノブ	 （1029）	…………… 36,72
キヨスミヒメワラビ	 （1058）	…………… 37,78
キレハオオクボシダ	 （1108）	…………… 38,88
キンセイラン	 （1692）	……………51,205
キンブチゴケ	 （4039）	……………57,285
キンプヒゴタイ	 （1526）	……………48,172
キンモウワラビ	 （1096）	…………… 38,86
キンラン	 （1697）	……………51,206
ギンラン	 （1695）	……………51,205
キンレイカ	 （1472）	……………46,161

【ク】
クイシウメノキゴケ	 （4016）	……………57,281
クガイソウ	 （1452）	……………46,157
クサギムシタケ	 （5048）	……………59,302
クサタチバナ	 （1386）	……………44,144
クサノオウバノギク	 （1498）	……………47,166
クサレダマ	 （1363）	……………44,139
クチキトサカタケ	 （5043）	……………59,301
クチナシグサ	 （1442）	……………46,155
クマガイソウ	 （1706）	……………52,208
クマガエソウ	 （1706）	……………52,208
クマツヅラ	 （1407）	……………45,148
クマノゴケ	 （2003）	……………53,242
クモイコザクラ	 （1366）	……………44,140
クモキリソウ	 （1730）	……………52,212
クモタケ	 （5053）	……………59,303
クモノスシダ	 （1048）	…………… 37,76
クモラン	 （1759）	……………53,218
クリイロイグチモドキ	 （5022）	……………58,297
クリハラン	 （1103）	…………… 38,87
クリヤマハハコ	 （1488）	……………47,164
クリンソウ	 （1364）	……………44,139
クリンユキフデ	 （1133）	…………… 39,93
クルマバツクバネソウ	 （1579）	……………49,182
クルマユリ	 （1576）	……………49,182
クルミタケ	 （5045）	……………59,301
クロイヌノヒゲ	 （1596）	……………49,186
クロウスゴ	 （1357）	……………44,138
クロカワ	 （5030）	……………59,298
クロカワアワビゴケ	 （4026）	……………57,283
クロカワズスゲ	 （1647）	……………50,196
クロカンバ	 （1283）	……………42,123

クロコゴケ	 （2024）	……………53,246
クロダケトコブシゴケ	 （4009）	……………56,279
クロツバラ	 （1284）	……………42,123
クロハタガヤ	 （1645）	……………50,195
クロモ	 （1543）	……………48,175
グンナイフウロ	 （1270）	……………42,120

【ケ】
ケヒメシダ	 （1079）	…………… 37,82
ケフラスコモ	 （3024）	……………56,272
ゲンジスミレ	 （1300）	……………42,126

【コ】
コアカハマキゴケ	 （2016）	……………53,245
コアゼテンツキ	 （1674）	……………51,201
コアツモリソウ	 （1705）	……………52,207
コイチヨウラン	 （1712）	……………52,209
コイヌガラシ	 （1223）	……………41,111
コイヌノハナヒゲ	 （1680）	……………51,202
コイワザクラ	 （1365）	……………44,139
コウガイモ	 （1546）	……………48,176
コウシュウヒゴタイ	 （1521）	……………47,171
コウタケ	 （5031）	……………59,299
コウボウフデ	 （5036）	……………59,300
コウホネ	 （1197）	……………40,106
コウモリカズラ	 （1193）	……………40,105
コウヤウメノキゴケ	 （4017）	……………57,281
コウヤザサ	 （1608）	……………49,188
コウライイチイゴケ	 （2079）	……………55,257
コウライタマゴケ	 （2041）	……………54,250
コウリンカ	 （1530）	……………48,172
コオトギリ	 （1207）	……………40,108
コオニユリ	 （1574）	……………49,181
コオノオレ	 （1123）	…………… 38,91
コガネシダ	 （1098）	…………… 38,86
コガネトコブシゴケ	 （4008）	……………56,279
コカモメヅル	 （1385）	……………44,143
コカラマツ	 （1188）	……………40,104
コガンピ	 （1287）	……………42,124
コギシギシ	 （1139）	…………… 39,94
コキジノオゴケ	 （2062）	……………54,254
コキツネノボタン	 （1179）	……………40,102
ゴキヅル	 （1303）	……………42,127
コキンバイ	 （1261）	……………41,119
コクラン	 （1732）	……………52,213
コケイラン	 （1743）	……………52,215
コケミズ	 （1128）	…………… 38,92
コケモモ	 （1358）	……………44,138
コケリンドウ	 （1373）	……………44,141
コゴメカマキリムシタケ	 （5049）	……………59,302
コシガヤホシクサ	 （1599）	……………49,186
コシダ	 （1024）	…………… 36,71
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コシンジュガヤ	 （1687）	……………51,204
コタヌキモ	 （1461）	……………46,159
コタヌキラン	 （1653）	……………50,197
コダマクサリゴケ	 （2101）	……………55,262
コツブセンニンゴケ	 （4047）	……………57,287
コツブヌマハリイ	 （1673）	……………51,201
コナタカネゴケ	 （4022）	……………57,282
コナヘリウスカワゴケ	 （4031）	……………57,284
コナミキ	 （1424）	……………45,151
コハシゴシダ	 （1076）	…………… 37,82
コハナヤスリ	 （1018）	…………… 36,70
コバノイシカグマ	 （1030）	…………… 36,72
コヒラミツメゴケ	 （4053）	……………57,288
コヒロハハナヤスリ	 （1017）	…………… 36,70
コフウロ	 （1272）	……………42,121
コフキイバラキノリ	 （4010）	……………57,279
コフキザクロゴケ	 （4045）	……………57,286
コフキハリガネキノリ	 （4012）	……………57,280
コフタバラン	 （1733）	……………52,213
コホソバツヤゴケ	 （2072）	……………55,256
コマガタケスグリ	 （1240）	……………41,114
ゴマギ	 （1468）	……………46,160
コマツカサススキ	 （1685）	……………51,203
ゴマノハグサ	 （1446）	……………46,156
コミクリ	 （1643）	……………50,195
コミミケビラゴケ	 （2094）	……………55,260
コミヤマカタバミ	 （1267）	……………42,120
コミヤマスミレ	 （1294）	……………42,125
コミヤマヌカボ	 （1603）	……………49,187
コメツツジ	 （1355）	……………44,137
コメリンスゴケ	 （2058）	……………54,253
コモチシダ	 （1052）	…………… 37,77
コモチハネゴケ	 （2092）	……………55,260
ゴヨウイグチ	 （5024）	……………58,297
ゴヨウイチゴ	 （1255）	……………41,117
ゴヨウツツジ	 （1353）	……………44,137
ゴヨウマツ	 （1117）	…………… 38,90

【サ】
サイゴクイノデ	 （1073）	…………… 37,81
サイコクサガリゴケ	 （2051）	……………54,252
サイゴクベニシダ	 （1059）	…………… 37,78
サイシュウヒラゴケ	 （2057）	……………54,253
サイシン	 （1202）	……………40,107
サイハイラン	 （1701）	……………51,207
サカゴフラスコモ	 （3021）	……………56,272
サカネラン	 （1740）	……………52,214
サガミランモドキ	 （1704）	……………52,207
サカワヤスデゴケ	 （2096）	……………55,261
サクライカグマ	 （1064）	…………… 37,79
サクラスミレ	 （1293）	……………42,125
サクラソウ	 （1368）	……………44,140

ササオカゴケ	 （2068）	……………54,255
ササバギンラン	 （1698）	……………51,206
ササバモ	 （1554）	……………48,177
サジオモダカ	 （1537）	……………48,174
サジバオウゴンゴケ	 （2023）	……………53,246
サジバモ	 （1554）	……………48,177
サジバラッコゴケ	 （2074）	……………55,256
サジラン	 （1101）	…………… 38,87
ザゼンソウ	 （1638）	……………50,194
サツキヒナノウスツボ	 （1447）	……………46,156
サナギイチゴ	 （1256）	……………41,118
サナギスゲ	 （1654）	……………50,197
サラサドウダン	 （1342）	……………43,135
ザリコミ	 （1241）	……………41,115
サルメンエビネ	 （1693）	……………51,205
サワオグルマ	 （1533）	……………48,173
サワギキョウ	 （1482）	……………47,163
サワシロギク	 （1491）	……………47,165
サワゼリ	 （1333）	……………43,133
サワトウガラシ	 （1429）	……………45,152
サワトラノオ	 （1362）	……………44,139
サワルリソウ	 （1398）	……………45,146
サンカクキヌシッポゴケ	 （2009）	……………53,243
サンショウモ	 （1111）	…………… 38,89
サンヨウブシ	 （1159）	…………… 39,98
サンリンソウ	 （1167）	……………39,100

【シ】
シオガマギク	 （1444）	……………46,155
ジガバチソウ	 （1729）	……………52,212
シギンカラマツ	 （1186）	……………40,104
シコクスミレ	 （1298）	……………42,126
シコクヤスデゴケ	 （2097）	……………55,261
シシラン	 （1040）	…………… 36,74
シソクサ	 （1434）	……………45,153
シタゴケ	 （2054）	……………54,252
シダレウニゴケ	 （2061）	……………54,254
シナノオトギリ	 （1211）	……………40,109
シナノセンボンゴケ	 （2029）	……………54,247
シナノタイゲキ	 （1276）	……………42,122
シノブカグマ	 （1055）	…………… 37,77
シノブチョウチンゴケ	 （2037）	……………54,249
シムラニンジン	 （1330）	……………43,132
シメリゴケ	 （2067）	……………54,255
ジャガイモタケ	 （5041）	……………59,301
シャカシメジ	 （5004）	……………58,293
シャクジョウソウ	 （1338）	……………43,134
シャクナゲ	 （1348）	……………43,136
ジャコウチドリ	 （1745）	……………52,215
シャジクモ	 （3009）	……………56,269
シュスラン	 （1725）	……………52,211
ジュンサイ	 （1195）	……………40,105
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シュンラン	 （1702）	……………52,207
ショウキラン	 （1764）	……………53,219
ジョウレンホウオウゴケ	 （2004）	……………53,242
ジョウロウスゲ	 （1651）	……………50,197
シライヤナギ	 （1121）	…………… 38,91
シラゲヒメジソ	 （1417）	……………45,150
シラネガンピ	 （1148）	…………… 39,96
シラネワラビ	 （1062）	…………… 37,79
シラヒゲソウ	 （1234）	……………41,113
シラン	 （1689）	……………51,204
シロガヤツリ	 （1669）	……………51,200
シロテンマ	 （1719）	……………52,210
シロバナエンレイソウ	 （1587）	……………49,184
シロバナサクラタデ	 （1137）	…………… 39,94
シロバナノヘビイチゴ	 （1249）	……………41,116
シロヒメサナギタケ	 （5051）	……………59,303
シロヤシオ	 （1353）	……………44,137
ジンジソウ	 （1242）	……………41,115
ジンバイソウ	 （1744）	……………52,215
ジンヨウイチヤクソウ	 （1341）	……………43,135

【ス】
スエヒロフラスコモ	 （3015）	……………56,270
スギナモ	 （1320）	……………43,130
スギラン	 （1002）	…………… 36,67
スジヌマハリイ	 （1671）	……………51,201
スズキセミタケ	 （5052）	……………59,303
スズサイコ	 （1390）	……………44,144
スズムシソウ	 （1731）	……………52,213
スズメノトウガラシ	 （1437）	……………45,154
スズメハコベ	 （1441）	……………46,155
スズラン	 （1569）	……………48,180
ズダヤクシュ	 （1244）	……………41,115
ステゴビル	 （1566）	……………48,180
スブタ	 （1541）	……………48,175

【セ】
セイコノヨシ	 （1625）	……………50,191
セイタカトウヒレン	 （1525）	……………47,171
セイタカヨシ	 （1625）	……………50,191
セキショウモ	 （1547）	……………48,176
セッコク	 （1710）	……………52,208
セツブンソウ	 （1185）	……………40,103
セトガヤ	 （1606）	……………49,188
センジュガンピ	 （1148）	…………… 39,96
ゼンテイカ	 （1573）	……………49,181
センニンゴケ	 （4048）	……………57,287
センニンモ	 （1552）	……………48,177
センブリ	 （1378）	……………44,142
センボンウリゴケ	 （2026）	……………54,247

【ソ】
ソリシダレゴケ	 （2049）	……………54,251

【タ】
ダイモンジソウ	 （1243）	……………41,115
タイワンヤマイ	 （1683）	……………51,203
タウコギ	 （1494）	……………47,165
タカオヒゴタイ	 （1524）	……………47,171
タカクマヒキオコシ	 （1413）	……………45,149
タカサゴサガリゴケ	 （2053）	……………54,252
タカサゴソウ	 （1508）	……………47,168
タカネイバラ	 （1254）	……………41,117
タカネイワタケ	 （4003）	……………56,278
タカネウシノケグサ	 （1615）	……………50,189
タカネコウボウ	 （1607）	……………49,188
タカネコウリンカ	 （1534）	……………48,173
タカネゴケ	 （4023）	……………57,282
タカネゴケモドキ	 （4021）	……………57,282
タカネザクラ	 （1247）	……………41,116
タカネタチイチゴツナギ	 （1626）	……………50,192
タカネニガナ	 （1507）	……………47,168
タカネバラ	 （1254）	……………41,117
タカネヒゴタイ	 （1526）	……………48,172
タカネフタバラン	 （1736）	……………52,214
タカネマスクサ	 （1664）	……………51,199
タカネママコナ	 （1438）	……………46,154
タキミヨロイゴケ	 （4040）	……………57,285
タコノアシ	 （1237）	……………41,114
タシロラン	 （1716）	……………52,210
タタラカンガレイ	 （1682）	……………51,203
タチガシワ	 （1389）	……………44,144
タチカメバソウ	 （1404）	……………45,147
タチクラマゴケ	 （1007）	…………… 36,68
タチゲヒカゲミズ	 （1127）	…………… 38,92
タチコゴメグサ	 （1431）	……………45,153
タチスゲ	 （1659）	……………51,198
タチスミレ	 （1295）	……………42,125
タチヒメワラビ	 （1077）	…………… 37,82
タチモ	 （1318）	……………43,130
タニヘゴ	 （1069）	…………… 37,80
タニミツバ	 （1329）	……………43,132
タヌキマメ	 （1263）	……………42,119
タヌキモ	 （1463）	……………46,159
タヌキラン	 （1666）	……………51,200
タマガワホトトギス	 （1584）	……………49,183
タマノカンアオイ	 （1203）	……………40,107

【チ】
チシマネコノメソウ	 （1232）	……………41,113
チスジノリ	 （3004）	……………56,268
チチブアカハマキゴケ	 （2014）	……………53,244
チチブイチョウゴケ	 （2093）	……………55,260
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チチブイワザクラ	 （1367）	……………44,140
チチブキヌシッポゴケ	 （2008）	……………53,243
チチブクチキムシタケ	 （5050）	……………59,302
チチブシラスゲ	 （1665）	……………51,199
チチブシロカネソウ	 （1176）	……………40,102
チチブゼニゴケ	 （2112）	……………55,264
チチブドウダン	 （1343）	……………43,135
チチブブシュカンゴケ	 （2082）	……………55,258
チチブホラゴケ	 （1028）	…………… 36,72
チチブミネバリ	 （1122）	…………… 38,91
チチブリンドウ	 （1374）	……………44,141
チヂレケゴケ	 （4063）	……………58,290
チヂレゲジゲジゴケ	 （4059）	……………58,289
チヂレマツゲゴケ	 （4028）	……………57,283
チドリソウ	 （1726）	……………52,212
チャイロカワモズク	 （3030）	……………56,273
チャボイノデ	 （1070）	…………… 37,80
チャボゼキショウ	 （1582）	……………49,183
チャボフラスコモ	 （3013）	……………56,270
チョウジソウ	 （1384）	……………44,143
チョウセンキンミズヒキ	 （1245）	……………41,115
チョウセンゴミシ	 （1156）	…………… 39,98
チョウセンゴヨウ	 （1116）	…………… 38,90
チョウセンナニワズ	 （1285）	……………42,123

【ツ】
ツガゴケ	 （2060）	……………54,253
ツガマイタケ	 （5034）	……………59,299
ツクバキンモンソウ	 （1412）	……………45,149
ツクバスゲ	 （1649）	……………50,196
ツジベゴヘイゴケ	 （2103）	……………55,262
ツチアケビ	 （1708）	……………52,208
ツヅラフジ	 （1194）	……………40,105
ツノツマミタケ	 （5038）	……………59,300
ツバメオモト	 （1568）	……………48,180
ツブカブトゴケ	 （4038）	……………57,285
ツブクダチイ	 （4024）	……………57,282
ツマトリソウ	 （1369）	……………44,140
ツメレンゲ	 （1227）	……………41,112
ツルカコソウ	 （1411）	……………45,149
ツルガシワ	 （1388）	……………44,144
ツルカノコソウ	 （1473）	……………46,161
ツルカメバソウ	 （1405）	……………45,147
ツルギキョウ	 （1480）	……………46,162
ツルキケマン	 （1215）	……………40,109
ツルケマン	 （1215）	……………40,109
ツレサギソウ	 （1748）	……………53,216

【テ】
テガタアオキノリ	 （4005）	……………56,278
テガタチドリ	 （1726）	……………52,212
テガヌマフラスコモ	 （3018）	……………56,271

テズカチョウチンゴケ	 （2039）	……………54,249
テバコモミジガサ	 （1518）	……………47,170
テバコワラビ	 （1082）	…………… 37,83
テリハラッコゴケ	 （2075）	……………55,256
デンジソウ	 （1110）	…………… 38,88

【ト】
トウカイブシ	 （1159）	…………… 39,98
トウゴクサバノオ	 （1175）	……………40,101
トウゴクシソバタツナミ	 （1425）	……………45,151
トガクシデンダ	 （1097）	…………… 38,86
トガシアワビゴケ	 （4032）	……………57,284
トガリバキヌシッポゴケ	 （2005）	……………53,242
トガリバギボウシゴケ	 （2064）	……………54,254
トガリバトサカゴケ	 （2088）	……………55,259
トキソウ	 （1755）	……………53,217
トキホコリ	 （1126）	…………… 38,92
トキワトラノオ	 （1046）	…………… 37,76
ドクウツギ	 （1280）	……………42,122
トゲカブトゴケ	 （4037）	……………57,285
トゲタイワントコブシゴケ	 （4029）	……………57,283
トゲチョウチンゴケ	 （2038）	……………54,249
トゲミノヒメイグチ	 （5018）	……………58,296
トゲヨロイゴケ	 （4040）	……………57,285
トサノオウゴンゴケ	 （2022）	……………53,246
トサハネゴケ	 （2089）	……………55,259
トダイアカバナ	 （1313）	……………43,129
トダイハハコ	 （1487）	……………47,164
トダスゲ	 （1646）	……………50,196
トチカガミ	 （1544）	……………48,175
トネハナヤスリ	 （1016）	…………… 36,70
トモエソウ	 （1206）	……………40,108
トラキチラン	 （1715）	……………52,209
トリガタハンショウヅル	 （1172）	……………39,101
トリゲモ	 （1557）	……………48,178
トンボソウ	 （1754）	……………53,217

【ナ】
ナガエミクリ	 （1643）	……………50,195
ナガサルオガセ	 （4034）	……………57,284
ナガバクラマゴケモドキ	 （2095）	……………55,260
ナガバノイタチシダ	 （1068）	…………… 37,80
ナガバノウナギツカミ	 （1136）	…………… 39,94
ナガバラッコゴケ	 （2076）	……………55,257
ナガフラスコモ	 （3025）	……………56,272
ナガボノアカワレモコウ	 （1258）	……………41,118
ナガボノシロワレモコウ	 （1257）	……………41,118
ナガミショウジョウスゲ	 （1649）	……………50,196
ナチクジャク	 （1061）	…………… 37,79
ナツノハナワラビ	 （1015）	…………… 36,69
ナツボウズ	 （1286）	……………42,124
ナデシコ	 （1142）	…………… 39,95
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ナベナ	 （1474）	……………46,161
ナヨシダ	 （1087）	…………… 38,84
ナワゴケ	 （2046）	……………54,251
ナンキンナナカマド	 （1259）	……………41,118
ナンバンギセル	 （1454）	……………46,157
ナンバンハコベ	 （1147）	…………… 39,96

【ニ】
ニガイグチ	 （5025）	……………58,297
ニッコウキスゲ	 （1573）	……………49,181
ニッコウシダ	 （1078）	…………… 37,82
ニッコウチドリ	 （1752）	……………53,217
ニッコウヒョウタンボク	 （1465）	……………46,159
ニッコウフクロゴケ	 （4015）	……………57,280
ニッポンイヌノヒゲ	 （1601）	……………49,187
ニッポンフラスコモ	 （3022）	……………56,272
ニュウガサウメノキゴケ	 （4020）	……………57,281
ニョホウチドリ	 （1758）	……………53,218
ニワタケ	 （5013）	……………58,295
ニンギョウタケモドキ	 （5033）	……………59,299

【ヌ】
ヌカイタチシダ	 （1065）	…………… 37,79
ヌカスゲ	 （1660）	……………51,198
ヌカボタデ	 （1138）	…………… 39,94
ヌマアゼスゲ	 （1652）	……………50,197
ヌマガヤ	 （1623）	……………50,191
ヌマゼリ	 （1333）	……………43,133
ヌマトラノオ	 （1361）	……………44,139
ヌマハリイ	 （1672）	……………51,201

【ネ】
ネコノメソウ	 （1231）	……………41,113
ネズ	 （1120）	…………… 38,90
ネズミサシ	 （1120）	…………… 38,90
ネムロチドリ	 （1700）	……………51,206

【ノ】
ノウルシ	 （1274）	……………42,121
ノカラマツ	 （1189）	……………40,104
ノギラン	 （1558）	……………48,178
ノグサ	 （1684）	……………51,203
ノコギリアカハマキゴケ	 （2017）	……………53,245
ノコギリシダ	 （1092）	…………… 38,85
ノコギリフタゴゴケ	 （2019）	……………53,245
ノジトラノオ	 （1360）	……………44,138
ノダイオウ	 （1140）	…………… 39,94
ノダケウメノキゴケ	 （4018）	……………57,281
ノタヌキモ	 （1458）	……………46,158
ノテンツキ	 （1675）	……………51,201
ノニガナ	 （1509）	……………47,168
ノハナショウブ	 （1590）	……………49,184

ノヤマトンボ	 （1750）	……………53,216

【ハ】
バアソブ	 （1481）	……………46,163
バイカモ	 （1181）	……………40,103
ハイチゴザサ	 （1621）	……………50,191
ハイヒバゴケモドキ	 （2077）	……………55,257
ハイヒモゴケ	 （2052）	……………54,252
ハイホラゴケ	 （1026）	…………… 36,72
ハイマツ	 （1118）	…………… 38,90
ハクウンラン	 （1762）	……………53,219
ハクサンシャクナゲ	 （1347）	……………43,136
ハグロソウ	 （1453）	……………46,157
ハクロバイ	 （1248）	……………41,116
ハコネギク	 （1493）	……………47,165
ハコネコメツツジ	 （1356）	……………44,138
ハコネゴンゲンゴケ	 （4019）	……………57,281
ハコネラン	 （1711）	……………52,209
ハシドイ	 （1370）	……………44,140
ハタガヤ	 （1644）	……………50,195
ハタケテンツキ	 （1677）	……………51,202
ハタザオ	 （1225）	……………41,111
ハダシシャジクモ	 （3012）	……………56,270
ハットリヤスデゴケ	 （2098）	……………55,261
ハデフラスコモ	 （3028）	……………56,273
ハナイカリ	 （1375）	……………44,141
ハナシアカハマキゴケ	 （2015）	……………53,244
ハナシキヌシッポゴケ	 （2007）	……………53,243
ハナハタザオ	 （1221）	……………41,111
ハナビゼリ	 （1323）	……………43,131
ハナビフラスコモ	 （3014）	……………56,270
ハナムグラ	 （1393）	……………44,145
ハネガヤ	 （1633）	……………50,193
ハバヤマボクチ	 （1529）	……………48,172
ハマグリゼニゴケ	 （2107）	……………55,263
ハヤザキタカトウダイ	 （1276）	……………42,122
ハヤザキヒョウタンボク	 （1466）	……………46,160
ハリイシバイゴケ	 （2025）	……………54,246
ハンカイシオガマ	 （1443）	……………46,155
ハンゲショウ	 （1200）	……………40,106

【ヒ】
ヒイラギソウ	 （1409）	……………45,148
ヒエスゲ	 （1658）	……………51,198
ヒカゲツツジ	 （1349）	……………43,136
ヒカリゴケ	 （2034）	……………54,248
ヒキノカサ	 （1183）	……………40,103
ヒキヨモギ	 （1448）	……………46,156
ヒゲシバ	 （1631）	……………50,193
ヒゲネワチガイソウ	 （1146）	…………… 39,96
ヒゲバゴケ	 （2069）	……………55,255
ヒゲハネゴケ	 （2090）	……………55,259
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ヒゴオミナエシ	 （1528）	……………48,172
ヒゴスミレ	 （1292）	……………42,125
ヒシ	 （1308）	……………43,128
ヒツジグサ	 （1198）	……………40,106
ヒトツボクロ	 （1761）	……………53,219
ヒナノキンチャク	 （1279）	……………42,122
ヒナフラスコモ	 （3020）	……………56,271
ヒマラヤソロイゴケ	 （2081）	……………55,258
ヒメアブラススキ	 （1609）	……………49,188
ヒメアマナ	 （1571）	……………49,181
ヒメイチゲ	 （1163）	…………… 39,99
ヒメイワカガミ	 （1336）	……………43,134
ヒメイワトラノオ	 （1045）	…………… 37,75
ヒメウキガヤ	 （1617）	……………50,190
ヒメウズ	 （1184）	……………40,103
ヒメウラジロ	 （1035）	…………… 36,73
ヒメカイガラゴケ	 （4057）	……………58,289
ヒメカナワラビ	 （1074）	…………… 37,81
ヒメカムリゴケ	 （4043）	……………57,286
ヒメガヤツリ	 （1670）	……………51,200
ヒメカワモズク	 （3005）	……………56,268
ヒメキヌシッポゴケ	 （2006）	……………53,243
ヒメゴウソ	 （1663）	……………51,199
ヒメコガネハイゴケ	 （2078）	……………55,257
ヒメコヌカグサ	 （1605）	……………49,187
ヒメコマツ	 （1117）	…………… 38,90
ヒメサジラン	 （1102）	…………… 38,87
ヒメザゼンソウ	 （1639）	……………50,194
ヒメシオン	 （1490）	……………47,164
ヒメシャガ	 （1591）	……………49,185
ヒメシャジン	 （1477）	……………46,162
ヒメシラスゲ	 （1661）	……………51,199
ヒメシロアサザ	 （1381）	……………44,143
ヒメシワゴケ	 （2032）	……………54,248
ヒメスミレサイシン	 （1302）	……………42,127
ヒメタガソデソウ	 （1143）	…………… 39,95
ヒメタケシマラン	 （1581）	……………49,183
ヒメタチヒラゴケ	 （2055）	……………54,252
ヒメタデ	 （1134）	…………… 39,93
ヒメツメゴケモドキ	 （4052）	……………57,288
ヒメトサカゴケ	 （4006）	……………56,279
ヒメトラノオ	 （1445）	……………46,155
ヒメトロイブゴケ	 （2104）	……………55,262
ヒメナエ	 （1371）	……………44,141
ヒメナミキ	 （1423）	……………45,151
ヒメニラ	 （1559）	……………48,178
ヒメハッカ	 （1416）	……………45,150
ヒメハナワラビ	 （1013）	…………… 36,69
ヒメビシ	 （1307）	……………43,128
ヒメビル	 （1559）	……………48,178
ヒメフタバラン	 （1734）	……………52,213
ヒメフラスコモ	 （3016）	……………56,271

ヒメベニテングタケ	 （5007）	……………58,294
ヒメホタルイ	 （1681）	……………51,203
ヒメマイヅルソウ	 （1578）	……………49,182
ヒメミソハギ	 （1304）	……………42,127
ヒメミヤマウズラ	 （1723）	……………52,211
ヒメミヤマスミレ	 （1291）	……………42,125
ヒメムヨウラン	 （1739）	……………52,214
ヒモカズラ	 （1008）	…………… 36,68
ヒョウモンウラベニガサ	 （5009）	……………58,294
ヒラギシスゲ	 （1648）	……………50,196
ヒラテンツキ	 （1675）	……………51,201
ヒラミヤイトゴケ	 （4054）	……………58,288
ビランジ	 （1150）	…………… 39,96
ヒルムシロ	 （1550）	……………48,176
ヒロハアマナ	 （1564）	……………48,179
ヒロハイヌノヒゲ	 （1595）	……………49,185
ヒロハカラタチゴケ	 （4042）	……………57,286
ヒロハテンナンショウ	 （1635）	……………50,193
ヒロハヌマゼリ	 （1334）	……………43,133
ヒロハノアマナ	 （1564）	……………48,179
ヒロハノハネガヤ	 （1632）	……………50,193
ヒロハハナヤスリ	 （1019）	…………… 36,70
ヒロハヒゲリンドウ	 （1374）	……………44,141
ヒロハヘビノボラズ	 （1191）	……………40,105
ヒロハヨリイトゴケ	 （2027）	……………54,247
ヒンジモ	 （1640）	……………50,194

【フ】
フイリツメゴケ	 （4052）	……………57,288
フガクスズムシソウ	 （1728）	……………52,212
フクシマシャジン	 （1476）	……………46,162
フクジュソウ	 （1162）	…………… 39,99
ブコウマメザクラ	 （1246）	……………41,116
フサガヤ	 （1610）	……………49,188
フサモ	 （1319）	……………43,130
フジカワゴケ	 （4050）	……………57,287
フジキノリ	 （4011）	……………57,280
フシグロセンノウ	 （1151）	…………… 39,97
フジシダ	 （1032）	…………… 36,73
フジバカマ	 （1500）	……………47,166
フジハナヤスリ	 （1017）	…………… 36,70
フタバラン	 （1733）	……………52,213
フタマタフラスコモ	 （3017）	……………56,271
ブドウニガイグチ	 （5027）	……………58,298
フトクビクチキムシタケ	 （5047）	……………59,302
フトサナダゴケ	 （2070）	……………55,255
フトヒルムシロ	 （1551）	……………48,177
フナバラソウ	 （1387）	……………44,144
フユザンショウ	 （1278）	……………42,122
フラスコモダマシ	 （3029）	……………56,273
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【ヘ】
ベニシュスラン	 （1721）	……………52,211
ベニセンコウタケ	 （5029）	……………59,298
ベニタイゲキ	 （1275）	……………42,121
ベニドウダン	 （1343）	……………43,135
ベニハナイグチ	 （5023）	……………58,297
ベニバナイチヤクソウ	 （1340）	……………43,134
ベニバナヤマシャクヤク	 （1205）	……………40,107
ヘラオモダカ	 （1536）	……………48,174
ヘラゴケ	 （4056）	……………58,289
ヘラシダ	 （1088）	…………… 38,84
ヘラハタザオ	 （1218）	……………41,110

【ホ】
ホザキイチヨウラン	 （1737）	……………52,214
ホザキノフサモ	 （1317）	……………43,130
ホザキノミミカキグサ	 （1460）	……………46,158
ホシクサ	 （1597）	……………49,186
ホソテンキ	 （1614）	……………50,189
ホソバアカバナ	 （1312）	……………43,129
ホソバアマナ	 （1577）	……………49,182
ホソバイヌタデ	 （1135）	…………… 39,93
ホソバイラクサ	 （1129）	…………… 38,92
ホソバオグルマ	 （1505）	……………47,167
ホソバカナワラビ	 （1053）	…………… 37,77
ホソバツヤゴケ	 （2071）	……………55,256
ホソバツルリンドウ	 （1376）	……………44,142
ホソバトリカブト	 （1160）	…………… 39,98
ホソバノアマナ	 （1577）	……………49,182
ホソバノキソチドリ	 （1753）	……………53,217
ホソバノツルリンドウ	 （1376）	……………44,142
ホソバノヨツバムグラ	 （1394）	……………45,145
ホソベリミズゴケ	 （2001）	……………53,242
ホソミノゴケ	 （2042）	……………54,250
ホソムジナゴケ	 （2045）	……………54,250
ホタルカズラ	 （1401）	……………45,147
ホタルサイコ	 （1325）	……………43,131
ホッスモ	 （1556）	……………48,178
ホテイシダ	 （1100）	…………… 38,86
ホテイラン	 （1694）	……………51,205
ホトトギス	 （1583）	……………49,183
ホナガタツナミ	 （1426）	……………45,152
ホナガタツナミソウ	 （1426）	……………45,152
ホラシノブ	 （1033）	…………… 36,73
ホンシメジ	 （5005）	……………58,293
ホンフサフラスコモ	 （3027）	……………56,273

【マ】
マイヅルテンナンショウ	 （1634）	……………50,193
マイマイゴケ	 （2012）	……………53,244
マキノスミレ	 （1301）	……………42,127
マツカサススキ	 （1686）	……………51,204

マツカサモドキ	 （5008）	……………58,294
マツグミ	 （1130）	…………… 39,92
マツザカシダ	 （1044）	…………… 37,75
マツタケ	 （5006）	……………58,294
マツノハマンネングサ	 （1229）	……………41,112
マツハダ	 （1115）	…………… 38,89
マツバニンジン	 （1273）	……………42,121
マツバラン	 （1001）	…………… 36,67
マツムシソウ	 （1475）	……………46,161
マツモ	 （1199）	……………40,106
マネキグサ	 （1415）	……………45,149
ママコナ	 （1440）	……………46,154
マメダオシ	 （1397）	……………45,146
マヤラン	 （1703）	……………52,207
マユハケゴケ	 （2011）	……………53,244
マルバオモダカ	 （1538）	……………48,174
マルバケスミレ	 （1299）	……………42,126
マルバダケブキ	 （1513）	……………47,169
マルバノサワトウガラシ	 （1428）	……………45,152
マルバベニシダ	 （1063）	…………… 37,79
マルミノウルシ	 （1275）	……………42,121
マルミノヤマゴボウ	 （1141）	…………… 39,95
マンネンスギ	 （1004）	…………… 36,67

【ミ】
ミクリ	 （1641）	……………50,195
ミサヤマチャヒキ	 （1619）	……………50,190
ミシマサイコ	 （1326）	……………43,132
ミズアオイ	 （1589）	……………49,184
ミズオオバコ	 （1545）	……………48,175
ミズオトギリ	 （1212）	……………40,109
ミズギク	 （1504）	……………47,167
ミズキンバイ	 （1316）	……………43,130
ミスズラン	 （1688）	……………51,204
ミズタカモジ	 （1612）	……………49,189
ミズタガラシ	 （1220）	……………41,110
ミズチドリ	 （1745）	……………52,215
ミズトラノオ	 （1420）	……………45,150
ミズニラ	 （1011）	…………… 36,69
ミズネコノオ	 （1419）	……………45,150
ミズハナビ	 （1670）	……………51,200
ミズマツバ	 （1306）	……………43,128
ミスミソウ	 （1177）	……………40,102
ミズユキノシタ	 （1315）	……………43,129
ミズワラビ	 （1034）	…………… 36,73
ミゾコウジュ	 （1421）	……………45,151
ミゾゴケモドキ	 （2085）	……………55,258
ミタキノリ	 （4067）	……………58,291
ミツバオウレン	 （1174）	……………40,101
ミツバベンケイソウ	 （1226）	……………41,112
ミツミネモミ	 （1114）	…………… 38,89
ミドリアカザ	 （1154）	…………… 39,97
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ミドリクチキムシタケ	 （5046）	……………59,302
ミドリホラゴケモドキ	 （2080）	……………55,257
ミドリワラビ	 （1090）	…………… 38,84
ミネザクラ	 （1247）	……………41,116
ミノフサフラスコモ	 （3026）	……………56,273
ミミカキグサ	 （1459）	……………46,158
ミミブサタケ	 （5044）	……………59,301
ミヤコアザミ	 （1522）	……………47,171
ミヤコイヌワラビ	 （1083）	…………… 37,83
ミヤコオトギリ	 （1208）	……………40,108
ミヤマアキノノゲシ	 （1511）	……………47,169
ミヤマイヌワラビ	 （1086）	…………… 38,84
ミヤマウイキョウ	 （1335）	……………43,133
ミヤマウズラ	 （1724）	……………52,211
ミヤマウド	 （1321）	……………43,131
ミヤマウラジロ	 （1036）	…………… 36,74
ミヤマエンレイソウ	 （1587）	……………49,184
ミヤマガラシ	 （1219）	……………41,110
ミヤマクサスギゴケ	 （2040）	……………54,249
ミヤマクマヤナギ	 （1282）	……………42,123
ミヤマコネジレゴケ	 （2028）	……………54,247
ミヤマコンギク	 （1493）	……………47,165
ミヤマシャジン	 （1478）	……………46,162
ミヤマスカシユリ	 （1575）	……………49,181
ミヤマスミレ	 （1297）	……………42,126
ミヤマチドリ	 （1752）	……………53,217
ミヤマツチトリモチ	 （1131）	…………… 39,93
ミヤマヌカボ	 （1602）	……………49,187
ミヤマノコギリシダ	 （1091）	…………… 38,85
ミヤマハンショウヅル	 （1170）	……………39,100
ミヤマビャクシン	 （1119）	…………… 38,90
ミヤマフタバラン	 （1735）	……………52,213
ミヤマママコナ	 （1439）	……………46,154
ミヤマミズゼニゴケ	 （2105）	……………55,262
ミヤマメシダ	 （1084）	…………… 37,83
ミヤマモジズリ	 （1741）	……………52,215
ミヤマヤリカツギ	 （2030）	……………54,247
ミヤマヨメナ	 （1492）	……………47,165
ミヤマラッキョウ	 （1560）	……………48,178
ミョウギシダ	 （1106）	…………… 38,88
ミョウギシャジン	 （1479）	……………46,162
ミョウテンジカワモズク	 （3031）	……………56,274

【ム】
ムカゴツヅリ	 （1628）	……………50,192
ムカゴニンジン	 （1332）	……………43,133
ムカゴネジレゴケ	 （2018）	……………53,245
ムカシオオミダレタケ	 （5042）	……………59,301
ムカシヒシャクゴケ	 （2086）	……………55,259
ムカデラン	 （1699）	……………51,206
ムギラン	 （1690）	……………51,204
ムシトリスミレ	 （1457）	……………46,158

ムジナモ	 （1213）	……………40,109
ムツオレグサ	 （1616）	……………50,190
ムヨウラン	 （1727）	……………52,212
ムラサキ	 （1400）	……………45,146
ムラサキセンブリ	 （1379）	……………44,142
ムラサキミズトラノオ	 （1420）	……………45,150
ムラサキミミカキグサ	 （1462）	……………46,159
ムレオオフウセンタケ	 （5011）	……………58,295

【メ】
メタカラコウ	 （1515）	……………47,169
メニッコウシダ	 （1079）	…………… 37,82
メヤブソテツ	 （1057）	…………… 37,78

【モ】
モウセンゴケ	 （1214）	……………40,109
モエギアミアシイグチ	 （5026）	……………58,298
モクズゴケモドキ	 （4057）	……………58,289
モミゴケ	 （2043）	……………54,250
モミジカラマツ	 （1190）	……………40,104
モミタケ	 （5002）	……………58,293
モメンヅル	 （1262）	……………42,119

【ヤ】
ヤエガワカンバ	 （1123）	…………… 38,91
ヤシャイグチ	 （5014）	……………58,295
ヤシャゼンマイ	 （1021）	…………… 36,71
ヤシャビシャク	 （1238）	……………41,114
ヤスダゴケ	 （2035）	……………54,248
ヤチカワズスゲ	 （1662）	……………51,199
ヤチスギラン	 （1005）	…………… 36,67
ヤツガタケシノブ	 （1038）	…………… 36,74
ヤツガタケナズナ	 （1222）	……………41,111
ヤナギアカバナ	 （1312）	……………43,129
ヤナギスブタ	 （1542）	……………48,175
ヤナギタンポポ	 （1502）	……………47,167
ヤナギモ	 （1553）	……………48,177
ヤナギラン	 （1310）	……………43,128
ヤハズハハコ	 （1486）	……………47,164
ヤハタソウ	 （1236）	……………41,114
ヤブサンザシ	 （1239）	……………41,114
ヤマアイ	 （1277）	……………42,122
ヤマアゼスゲ	 （1655）	……………50,197
ヤマウツボ	 （1433）	……………45,153
ヤマオダマキ	 （1169）	……………39,100
ヤマガラシ	 （1219）	……………41,110
ヤマクラマゴケ	 （1009）	…………… 36,68
ヤマジソ	 （1418）	……………45,150
ヤマシャクヤク	 （1204）	……………40,107
ヤマトキソウ	 （1756）	……………53,218
ヤマトハクチョウゴケ	 （2031）	……………54,248
ヤマトフクロゴケ	 （4014）	……………57,280
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ヤマトミクリ	 （1642）	……………50,195
ヤマドリゼンマイ	 （1020）	…………… 36,70
ヤマナカヨウジョウゴケ	 （2099）	……………55,261
ヤマナシウマノミツバ	 （1331）	……………43,133
ヤマノコギリソウ	 （1484）	……………47,163
ヤマブキソウ	 （1216）	……………40,110
ヤマホトトギス	 （1585）	……………49,183
ヤマラッキョウ	 （1561）	……………48,179
ヤマルリソウ	 （1402）	……………45,147
ヤリノホゴケ	 （2066）	……………54,255
ヤワタソウ	 （1236）	……………41,114

【ユ】
ユウシュンラン	 （1696）	……………51,206

【ヨ】
ヨウラクラン	 （1742）	……………52,215
ヨコグラハネゴケ	 （2091）	……………55,260
ヨコワサルオガセ	 （4033）	……………57,284
ヨシナガクロウロコゴケ	 （2100）	……………55,261

【ラ】
ラッコタケ	 （5035）	……………59,299
ラッパゲジゲジゴケ	 （4060）	……………58,289
ラマリナ・シナノアナ	 （4041）	……………57,286

【リ】
リンボク	 （1250）	……………41,116

【ル】
ルイヨウショウマ	 （1161）	…………… 39,99
ルリソウ	 （1403）	……………45,147
ルリハツタケ	 （5028）	……………59,298

【レ】
レイシゴケ	 （2063）	……………54,254
レイジンソウ	 （1157）	…………… 39,98
レンゲショウマ	 （1168）	……………39,100
レンゲツツジ	 （1351）	……………44,137
レンリソウ	 （1265）	……………42,119

【ワ】
ワダソウ	 （1145）	…………… 39,95
ワタラセツリフネソウ	 （1281）	……………42,123
ワチガイソウ	 （1144）	…………… 39,95
ワニグチソウ	 （1580）	……………49,182


