
群馬県の絶滅のおそれのある野生生物 植物編（2012年改訂版）

和 名 科 名 学 名
今回県評価

（2012）
前回県評価

（2001）
1 オオアカウキクサ アカウキクサ科 Azolla japonica Franch. et Sav. 絶滅 絶滅
2 ヒキノカサ キンポウゲ科 Ranunculus extorris Hance var. extorris 絶滅 絶滅
3 ハナハタザオ アブラナ科 Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb. 絶滅 情報不足
4 ヒナノキンチャク ヒメハギ科 Polygala tatarinowii Regel 絶滅 絶滅
5 ヒナノカンザシ ヒメハギ科 Salomonia oblongifolia DC. 絶滅 指定なし
6 イソノキ クロウメモドキ科 Rhamnus crenata Siebold et Zucc. 絶滅 絶滅
7 ミズスギナ ミソハギ科 Rotala hippuris Makino 絶滅 絶滅
8 ミズキカシグサ ミソハギ科 Rotala pentandra (Roxb.) Blatt. et Hallb. 絶滅 絶滅
9 ミズキンバイ アカバナ科 Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. stipulacea (Ohwi) P. H. Raven 絶滅 絶滅

10 オグラノフサモ アリノトウグサ科 Myriophyllum oguraense Miki 絶滅 絶滅
11 タチモ アリノトウグサ科 Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. 絶滅 絶滅
12 シムラニンジン セリ科 Pterygopleurum neurophyllum (Maxim.) Kitag. 絶滅 絶滅
13 ホソバリンドウ リンドウ科 Gentiana scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. f. stenophylla (H.Hara) Ohwi 絶滅 指定なし
14 ガガブタ ミツガシワ科 Nymphoides indica (L.) Kuntze 絶滅 絶滅
15 タカクマヒキオコシ シソ科 Isodon shikokianus (Makino) H. Hara var. intermedius (Kudô) Murata 絶滅 指定なし
16 ヒメハッカ シソ科 Mentha japonica (Miq.) Makino 絶滅 絶滅
17 ゴマクサ ゴマノハグサ科 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. subsp. lutea (Hara) Yamaz. 絶滅 絶滅
18 マルバノサワトウガラシ ゴマノハグサ科 Deinostema adenocaulum (Maxim.) T. Yamaz. 絶滅 絶滅
19 クチナシグサ ゴマノハグサ科 Monochasma sheareri (S. Moore) Maxim. 絶滅 絶滅
20 ヒシモドキ ゴマ（ヒシモドキ）科 Trapella sinensis Oliv. 絶滅 絶滅
21 ノタヌキモ タヌキモ科 Utricularia aurea Lour. 絶滅 指定なし
22 ホザキノミミカキグサ タヌキモ科 Utricularia caerulea L. 絶滅 指定なし
23 ツルギキョウ キキョウ科 Campanumoea javanica Blume var. japonica (Maxim.) Makino 絶滅 絶滅
24 サワシロギク キク科 Aster rugulosus Maxim. 絶滅 絶滅
25 タカサゴソウ キク科 Ixeris chinensis (Thunb. ex Murray) Nakai subsp. strigosa (Lév. et Vaniot) Kitam. 絶滅 絶滅
26 ミコシギク キク科 Leucanthemella linearis (Matsum. ex Nakai) Tzvelev 絶滅 絶滅
27 オオモミジガサ キク科 Miricacalia makineana (Yatabe) Kitam. 絶滅 絶滅危惧Ⅰ類
28 マルバオモダカ オモダカ科 Caldesia reniformis (Bassi ex L.) Parl. 絶滅 絶滅
29 マルミスブタ トチカガミ科 Blyxa aubertii Rich. 絶滅 絶滅
30 スブタ トチカガミ科 Blyxa echinosperma (C. B. Clarke) Hook.f. 絶滅 絶滅
31 エゾヤナギモ ヒルムシロ科 Potamogeton compressus L. 絶滅 絶滅
32 コバノヒルムシロ ヒルムシロ科 Potamogeton cristatus Regel et Maack 絶滅 希少
33 ガシャモク ヒルムシロ科 Potamogeton dentatus Hagstr. 絶滅 絶滅
34 イバラモ イバラモ科 Najas marina L. 絶滅 指定なし
35 トリゲモ イバラモ科 Najas minor All. 絶滅 絶滅危惧Ⅰ類
36 ステゴビル ユリ科 Caloscordum inutile (Makino) Okuyama et Kitag. 絶滅 絶滅危惧Ⅰ類
37 オオホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon buergerianum Koern. 絶滅 指定なし
38 タカノホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon cauliferum Makino 絶滅 絶滅
39 ヤマトホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon japonicum Koern. 絶滅 指定なし
40 クロホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon parvum Koern. 絶滅 絶滅
41 ヤマトミクリ ミクリ科 Sparganium fallax Graebn. 絶滅 絶滅
42 エゾツリスゲ カヤツリグサ科 Carex papulosa Boott 絶滅 指定なし
43 マシカクイ カヤツリグサ科 Eleocharis tetraquetra Nees var. tetraquetra 絶滅 指定なし
44 トネテンツキ カヤツリグサ科 Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. tonensis (Makino) Ohwi 絶滅 情報不足
45 クロタマガヤツリ カヤツリグサ科 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. 絶滅 指定なし
46 イヌノハナヒゲ カヤツリグサ科 Rhynchospora chinensis Nees et Meyen 絶滅 指定なし
47 コホタルイ カヤツリグサ科 Schoenoplectus komarovii (Roshev.) Soják 絶滅 指定なし
48 ケシンジュガヤ カヤツリグサ科 Scleria rugosa R. Br. 絶滅 指定なし
49 シラン ラン科 Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 絶滅 絶滅
50 キソエビネ ラン科 Calanthe alpina Hook.f. ex Lindl. var. schlechteri (H. Hara) F. Maek. 絶滅 絶滅
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51 キバナノアツモリソウ ラン科 Cypripedium yatabeanum Makino 絶滅 絶滅
52 オオミズトンボ ラン科 Habenaria linearifolia Maxim. 絶滅 指定なし
53 サギソウ ラン科 Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 絶滅 指定なし
1 ムジナモ モウセンゴケ科 Aldrovanda vesiculosa L. 野生絶滅 絶滅
2 ヒトツバハギ トウダイグサ科 Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill. 野生絶滅 指定なし
1 マツバラン マツバラン科 Psilotum nudum (L.) P. Beauv. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
2 スギラン ヒカゲノカズラ科 Lycopodium cryptomerinum Maxim. 絶滅危惧IA類 希少
3 タチクラマゴケ イワヒバ科 Selaginella nipponica Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 指定なし
4 ウスイハナワラビ ハナヤスリ科 Botrychium nipponicum Makino var. minus (H. Hara) K. Iwats. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
5 トネハナヤスリ ハナヤスリ科 Ophioglossum namegatae M. Nishida et Kurita 絶滅危惧IA類 指定なし
6 コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科 Ophioglossum petiolatum Hook. 絶滅危惧IA類 指定なし
7 ハイホラゴケ コケシノブ科 Crepidomanes birmanicum (Bedd.) K. Iwats. 絶滅危惧IA類 指定なし
8 アオホラゴケ（コケホラゴケ） コケシノブ科 Crepidomanes latealatum (Bosch) Copel. 絶滅危惧IA類 希少
9 キヨスミコケシノブ コケシノブ科 Hymenophyllum oligosorum Makino 絶滅危惧IA類 希少

10 イワウラジロ ミズワラビ科 Cheilanthes krameri Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
11 ヤマドリトラノオ チャセンシダ科 Asplenium × kobayashii Tagawa 絶滅危惧IA類 絶滅
12 オクタマシダ チャセンシダ科 Asplenium pseudo-wilfordii Tagawa 絶滅危惧IA類 指定なし
13 チャセンシダ チャセンシダ科 Asplenium trichomanes L. 絶滅危惧IA類 指定なし
14 オオクジャクシダ オシダ科 Dryopteris dickinsii (Franch. et Sav.) C. Chr. 絶滅危惧IA類 指定なし
15 イブキシダ ヒメシダ科 Thelypteris esquirolii (Christ) Ching var. glabrata (H. Christ) K. Iwats. 絶滅危惧IA類 希少
16 ウスヒメワラビ メシダ（イワデンダ）科 Acystopteris japonica (Luerss.) Nakai 絶滅危惧IA類 指定なし
17 ミヤコイヌワラビ（ダンドイヌワラビ含む） メシダ（イワデンダ）科 Athyrium frangulum Tagawa 絶滅危惧IA類 指定なし
18 カラフトミヤマシダ メシダ（イワデンダ）科 Athyrium spinulosum (Maxim.) Milde 絶滅危惧IA類 指定なし
19 オニヒカゲワラビ メシダ（イワデンダ）科 Diplazium nipponicum Tagawa 絶滅危惧IA類 指定なし
20 トガクシデンダ メシダ（イワデンダ）科 Woodsia glabella R. Br. ex Rich. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
21 イヌイワデンダ メシダ（イワデンダ）科 Woodsia intermedia Tagawa 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
22 ヒメデンダ メシダ（イワデンダ）科 Woodsia subcordata Turcz. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
23 ヒメサジラン ウラボシ科 Loxogramme grammitoides (Baker) C. Chr. 絶滅危惧IA類 指定なし
24 オオクボシダ ヒメウラボシ科 Xiphopteris okuboi (Yatabe) Copel. 絶滅危惧IA類 希少
25 デンジソウ デンジソウ科 Marsilea quadrifolia L. 絶滅危惧IA類 絶滅
26 サンショウモ サンショウモ科 Salvinia natans (L.) All. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
27 イラモミ マツ科 Picea alcoquiana (Veitch. ex Lindl.) Carriere var. alcoquiana 絶滅危惧IA類 指定なし
28 チョウセンゴヨウ マツ科 Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 絶滅危惧IA類 指定なし
29 サクラバハンノキ カバノキ科 Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
30 チチブミネバリ カバノキ科 Betula chichibuensis H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
31 アカガシ ブナ科 Quercus acuta Thunb. 絶滅危惧IA類 指定なし
32 ホソバイラクサ イラクサ科 Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. var. angustifolia 絶滅危惧IA類 指定なし
33 ヤナギヌカボ タデ科 Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. var. paludicola (Makino) H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
34 ナガバノウナギツカミ タデ科 Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai 絶滅危惧IA類 指定なし
35 マルミノヤマゴボウ ヤマゴボウ科 Phytolacca japonica Makino 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
36 ビランジ ナデシコ科 Silene keiskei Miq. f. minor Takeda 絶滅危惧IA類 指定なし
37 ツルビランジ ナデシコ科 Silene keiskei Miq. f. procumbens (Takeda) T.Yamaz. 絶滅危惧IA類 指定なし
38 イトハコベ ナデシコ科 Stellaria filicaulis Makino 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
39 イワアカザ アカザ科 Chenopodium gracilispicum H.W. Kung 絶滅危惧IA類 指定なし
40 オオヤマレンゲ モクレン科 Magnolia sieboldii K. Koch subsp. japonica K. Ueda 絶滅危惧IA類 指定なし
41 オンタケブシ キンポウゲ科 Aconitum metajaponicum Nakai 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
42 ミチノクフクジュソウ キンポウゲ科 Adonis multiflora Nishikawa et Koji Ito 絶滅危惧IA類 指定なし
43 ミヤマオダマキ キンポウゲ科 Aquilegia flabellata Siebold et Zucc. var. pumila (Huth) Kudo 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
44 カザグルマ キンポウゲ科 Clematis patens C. Morren et Decne. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
45 セツブンソウ キンポウゲ科 Eranthis keiskei Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
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46 オキナグサ キンポウゲ科 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et J. Presl 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
47 コキツネノボタン キンポウゲ科 Ranunculus chinensis Bunge 絶滅危惧IA類 指定なし
48 ヒメカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum alpinum L. var. stipitatum Y. Yabe 絶滅危惧IA類 指定なし
49 トガクシソウ メギ科 Ranzania japonica (T. Itô) T. Itô 絶滅危惧IA類 希少
50 オニバス スイレン科 Euryale ferox Salisb. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
51 マツモ マツモ科 Ceratophyllum demersum L. var. demersum 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
52 マルバウマノスズクサ ウマノスズクサ科 Aristolochia contorta Bunge 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
53 ヤマシャクヤク ボタン科 Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
54 ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 Paeonia obovata Maxim. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
55 アゼオトギリ オトギリソウ科 Hypericum oliganthum Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 絶滅
56 コマクサ ケシ科 Dicentra peregrina (Rudolph) Makino 絶滅危惧IA類 希少
57 トガクシナズナ（クモマナズナ） アブラナ科 Draba sakuraii Makino 絶滅危惧IA類 希少
58 ハクセンナズナ アブラナ科 Macropodium pterospermum F. Schmidt 絶滅危惧IA類 指定なし
59 ザイフリボク バラ科 Amelanchier asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. 絶滅危惧IA類 指定なし
60 ヒロハノカワラサイコ バラ科 Potentilla niponica Th. Wolf 絶滅危惧IA類 指定なし
61 タヌキマメ マメ科 Crotalaria sessiliflora L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
62 ニワフジ マメ科 Indigofera decora Lindl. 絶滅危惧IA類 指定なし
63 レンリソウ マメ科 Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. 絶滅危惧IA類 指定なし
64 イヌハギ マメ科 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
65 マキエハギ マメ科 Lespedeza virgata (Thunb.) DC. 絶滅危惧IA類 指定なし
66 タンキリマメ マメ科 Rhynchosia volubilis Lour. 絶滅危惧IA類 指定なし
67 ミヤマウメモドキ モチノキ科 Ilex nipponica Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
68 ヨコグラノキ クロウメモドキ科 Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
69 コガンピ ジンチョウゲ科 Diplomorpha ganpi (Siebold et Zucc.) Nakai 絶滅危惧IA類 情報不足
70 タチスミレ スミレ科 Viola raddeana Regel 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
71 シハイスミレ スミレ科 Viola violacea Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
72 トダイアカバナ アカバナ科 Epilobium platystigmatosum C. B. Rob. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
73 ミズユキノシタ アカバナ科 Ludwigia ovalis Miq. 絶滅危惧IA類 指定なし
74 エキサイゼリ セリ科 Apodicarpum ikenoi Makino 絶滅危惧IA類 絶滅
75 ミシマサイコ セリ科 Bupleurum falcatum L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
76 ヤマナシウマノミツバ セリ科 Sanicula kaiensis Makino et Hisauti 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
77 ムカゴニンジン セリ科 Sium sisarum L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
78 ヌマゼリ セリ科 Sium suave Walter var. nipponicum (Maxim.) H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
79 イワウメ ツツジ科 Diapensia lapponica L. var. obovata F. Schmidt 絶滅危惧IA類 指定なし
80 ウラジロヒカゲツツジ ツツジ科 Rhododendron keiskei Miq. var. hypoglaucum Suto et T.Suzuki ex T. Suzuki 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
81 オオヤマツツジ ツツジ科 Rhododendron transiens Nakai 絶滅危惧IA類 指定なし
82 カッコソウ サクラソウ科 Primula kisoana Miq. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
83 ミョウギイワザクラ サクラソウ科 Primula reinii Franch. et Sav. var. myogiensis H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
84 コイワザクラ サクラソウ科 Primula reinii Franch. et Sav. var. reinii 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
85 ヒメナエ マチン科 Mitrasacme indica Wight 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
86 アイナエ マチン科 Mitrasacme pygmaea R. Br. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
87 コケリンドウ リンドウ科 Gentiana squarrosa Ledeb. 絶滅危惧IA類 情報不足
88 オノエリンドウ リンドウ科 Gentianella amarella (L.) Börner subsp. takedae (Kitag.) Toyok. 絶滅危惧IA類 希少
89 チチブリンドウ リンドウ科 Gentianopsis contorta (Royle) Ma 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
90 ムラサキセンブリ リンドウ科 Swertia pseudochinensis H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
91 イヌセンブリ リンドウ科 Swertia tosaensis Makino 絶滅危惧IA類 絶滅
92 ヒメシロアサザ ミツガシワ科 Nymphoides coreana (H. Lév.) H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅
93 アサザ ミツガシワ科 Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze 絶滅危惧IA類 絶滅
94 フナバラソウ ガガイモ科 Cynanchum atratum Bunge 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
95 オオキヌタソウ アカネ科 Rubia chinensis Regel et Maack ex Regel 絶滅危惧IA類 指定なし
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96 マメダオシ ヒルガオ科 Cuscuta australis R. Br. 絶滅危惧IA類 指定なし
97 ムラサキ ムラサキ科 Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
98 ルリソウ ムラサキ科 Omphalodes krameri Franch. et Sav. var. krameri 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
99 カイジンドウ シソ科 Ajuga ciliata Bunge var. villosior A. Gray ex Nakai 絶滅危惧IA類 情報不足

100 ツルカコソウ（ケブカツルカコソウを含む） シソ科 Ajuga shikotanensis Miyabe et Tatew. 絶滅危惧IA類 指定なし
101 ムシャリンドウ シソ科 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
102 ミズネコノオ シソ科 Eusteralis stellata (Lour.) Panigrahi 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
103 ミズトラノオ シソ科 Eusteralis yatabeana (Makino) Panigrahi 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
104 キセワタ シソ科 Leonurus macranthus Maxim. 絶滅危惧IA類 希少
105 アオホオズキ ナス科 Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda 絶滅危惧IA類 希少
106 マルバノホロシ ナス科 Solanum maximowiczii Koidz. 絶滅危惧IA類 指定なし
107 ハダカホオズキ ナス科 Tubocapsicum anomalum (Franch. et Sav.) Makino var. anomalum 絶滅危惧IA類 指定なし
108 オオアブノメ ゴマノハグサ科 Gratiola japonica Miq. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
109 コキクモ ゴマノハグサ科 Limnophila trichophylla Kom. 絶滅危惧IA類 希少
110 スズメハコベ ゴマノハグサ科 Microcarpaea minima (J. König) Merr. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
111 ハンカイシオガマ ゴマノハグサ科 Pedicularis gloriosa Bisset et S. Moore 絶滅危惧IA類 指定なし
112 ヒメトラノオ ゴマノハグサ科 Pseudolysimachion rotundum (Nakai) Holub var. petiolatum (Nakai) T. Yamaz. 絶滅危惧IA類 指定なし
113 ミヤマクワガタ ゴマノハグサ科 Pseudolysimachion schmidtianum (Regel) T. Yamaz. subsp. senanense (Maxim.) T. Yamaz. var. senanense 絶滅危惧IA類 指定なし
114 ゴマノハグサ ゴマノハグサ科 Scrophularia buergeriana Miq. 絶滅危惧IA類 絶滅
115 ヒキヨモギ ゴマノハグサ科 Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
116 オオヒキヨモギ ゴマノハグサ科 Siphonostegia laeta S.Moore 絶滅危惧IA類 指定なし
117 ナンバンギセル ハマウツボ科 Aeginetia indica L. 絶滅危惧IA類 指定なし
118 オオナンバンギセル ハマウツボ科 Aeginetia sinensis G. Beck 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
119 オニク ハマウツボ科 Boschniakia rossica (Cham. et Schltdl.) B. Fedtsch. 絶滅危惧IA類 指定なし
120 ミミカキグサ タヌキモ科 Utricularia bifida L. 絶滅危惧IA類 絶滅
121 ヒメタヌキモ タヌキモ科 Utricularia minor L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
122 タヌキモ タヌキモ科 Utricularia vulgaris L. var. ｊ aponica (Makino) Tamura 絶滅危惧IA類 希少
123 ケヨノミ（クロミノウグイスカグラ） スイカズラ科 Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Turcz.) Hultén 絶滅危惧IA類 指定なし
124 イボタヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera demissa Rehder var. demissa 絶滅危惧IA類 指定なし
125 コゴメヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera linderifolia Maxim. var. konoi (Makino) Okuyama 絶滅危惧IA類 希少
126 ハヤザキヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera praeflorens Batalin var. japonica H. Hara 絶滅危惧IA類 指定なし
127 エゾニワトコ スイカズラ科 Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E. L. Wolf) Hultén 絶滅危惧IA類 指定なし
128 ヤブウツギ スイカズラ科 Weigela floribunda (Siebold et Zucc.) K. Koch 絶滅危惧IA類 指定なし
129 キンレイカ オミナエシ科 Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) H. Hara 絶滅危惧IA類 指定なし
130 アイズヒメアザミ キク科 Cirsium aidzuense Nakai ex Kitam. 絶滅危惧IA類 希少
131 タチアザミ キク科 Cirsium inundatum Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
132 フジアザミ キク科 Cirsium purpuratum (Maxim.) Matsum. 絶滅危惧IA類 指定なし
133 ヤチアザミ キク科 Cirsium shinanense T. Shimizu 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
134 アズマギク キク科 Erigeron thunbergii A. Gray subsp. thunbergii 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
135 アキノハハコグサ キク科 Gnaphalium hypoleucum DC. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
136 ホソバオグルマ キク科 Inula britannica L. subsp. linariifolia (Turcz.) Kitam. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
137 カワラニガナ キク科 Ixeris tamagawaensis (Makino) Kitam. 絶滅危惧IA類 希少
138 ムラサキニガナ キク科 Lactuca sororia Miq. var. sororia 絶滅危惧IA類 指定なし
139 ニッコウコウモリ キク科 Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama subsp. orientalis (Kitam.) H. Koyama var. nantaicus (Komatsu) H. Koyama 絶滅危惧IA類 指定なし
140 カンチコウゾリナ キク科 Picris hieracioides L. subsp. kamtschatica (Ledeb.) Hultén 絶滅危惧IA類 指定なし
141 ヒメヒゴタイ キク科 Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
142 オナモミ キク科 Xanthium strumarium L. 絶滅危惧IA類 指定なし
143 トウゴクヘラオモダカ オモダカ科 Alisma rariflorum Sam. 絶滅危惧IA類 指定なし
144 ヤナギスブタ トチカガミ科 Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
145 トチカガミ トチカガミ科 Hydrocharis dubia (Blume) Backer 絶滅危惧IA類 絶滅

4 ページ



群馬県の絶滅のおそれのある野生生物 植物編（2012年改訂版）

和 名 科 名 学 名
今回県評価

（2012）
前回県評価

（2001）

植物レッドリスト（2012年改訂版）

146 アイノコイトモ ヒルムシロ科 Potamogeton × orientalis Hagstr. 絶滅危惧IA類 指定なし
147 リュウノヒゲモ ヒルムシロ科 Potamogeton pectinatus L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
148 サガミトリゲモ イバラモ科 Najas chinensis N.Z.Wang 絶滅危惧IA類 絶滅
149 イトトリゲモ イバラモ科 Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
150 ホッスモ イバラモ科 Najas graminea Delile 絶滅危惧IA類 指定なし
151 オオトリゲモ イバラモ科 Najas oguraensis Miki 絶滅危惧IA類 指定なし
152 イトイバラモ イバラモ科 Najas yezoensis Miyabe 絶滅危惧IA類 指定なし
153 キバナノアマナ ユリ科 Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
154 ヒメイズイ ユリ科 Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. 絶滅危惧IA類 指定なし
155 ヤマホトトギス ユリ科 Tricyrtis macropoda Miq. 絶滅危惧IA類 指定なし
156 ニガカシュウ ヤマノイモ科 Dioscorea bulbifera L. 絶滅危惧IA類 指定なし
157 クロヒロハノイヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon robustius (Maxim.) Makino var. nigrum Satake 絶滅危惧IA類 指定なし
158 ニッポンイヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon taquetii Lecomte 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
159 ユキクラヌカボ イネ科 Agrostis hideoi Ohwi 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
160 セトガヤ イネ科 Alopecurus japonicus Steud. 絶滅危惧IA類 指定なし
161 ヒメアブラススキ イネ科 Capillipedium parviflorum (R. Br.) Stapf 絶滅危惧IA類 指定なし
162 キタメヒシバ イネ科 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 絶滅危惧IA類 指定なし
163 ムツオレグサ イネ科 Glyceria acutiflora Torr. subsp. japonica (Steud.) T. Koyama et Kawano 絶滅危惧IA類 指定なし
164 ウキガヤ イネ科 Glyceria depauperata Ohwi var. infirma (Ohwi) Ohwi 絶滅危惧IA類 指定なし
165 ササクサ イネ科 Lophatherum gracile Brongn. 絶滅危惧IA類 指定なし
166 タマミゾイチゴツナギ イネ科 Poa acroleuca Steud. var. submoniliformis Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
167 イブキソモソモ イネ科 Poa radula Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
168 ヒガンマムシグサ サトイモ科 Arisaema aequinoctiale Nakai et F. Maek. 絶滅危惧IA類 絶滅
169 ハタガヤ カヤツリグサ科 Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth 絶滅危惧IA類 指定なし
170 アサマスゲ カヤツリグサ科 Carex lithophila Turcz. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
171 ヌマクロボスゲ カヤツリグサ科 Carex meyeriana Kunth 絶滅危惧IA類 絶滅
172 ウスイロスゲ カヤツリグサ科 Carex pallida C. A. Mey. 絶滅危惧IA類 指定なし
173 アブラシバ カヤツリグサ科 Carex satsumensis Franch. et Sav. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
174 エゾハリスゲ カヤツリグサ科 Carex uda Maxim. 絶滅危惧IA類 指定なし
175 シロガヤツリ カヤツリグサ科 Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi 絶滅危惧IA類 指定なし
176 コツブヌマハリイ カヤツリグサ科 Eleocharis parvinux Ohwi 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
177 コアゼテンツキ カヤツリグサ科 Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl 絶滅危惧IA類 指定なし
178 アオテンツキ カヤツリグサ科 Fimbristylis verrucifera (Maxim.) Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
179 タチヒメクグ（マメクグ） カヤツリグサ科 Kyllinga kamtschatica Meinsh. 絶滅危惧IA類 指定なし
180 イトイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科 Rhynchospora faberi C.B.Clarke 絶滅危惧IA類 指定なし
181 コイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科 Rhynchospora fujiiana Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
182 タタラカンガレイ カヤツリグサ科 Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla var. tataranus (Honda) K. Kohno, Iokawa et Daigobo 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類
183 ミスズラン ラン科 Androcorys japonensis F. Maek. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
184 マメヅタラン ラン科 Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
185 ムギラン ラン科 Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
186 キンセイラン ラン科 Calanthe nipponica Makino 絶滅危惧IA類 絶滅
187 ナツエビネ ラン科 Calanthe reflexa Maxim. 絶滅危惧IA類 絶滅
188 サルメンエビネ ラン科 Calanthe tricarinata Lindl. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
189 ムカデラン ラン科 Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
190 アオチドリ ラン科 Coeloglossum viride (L.) Hartm. var. bracteatum (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe et T. Miyake 絶滅危惧IA類 指定なし
191 マヤラン ラン科 Cymbidium macrorhizon Lindl. 絶滅危惧IA類 指定なし
192 サガミランモドキ ラン科 Cymbidium macrorhizon Lindl. f. aberrans (Schltr.) Hid. Takah. et Ohba 絶滅危惧IA類 絶滅
193 クマガイソウ ラン科 Cypripedium japonicum Thunb. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
194 アツモリソウ ラン科 Cypripedium macranthos Sw. var. speciosum (Rolfe) Koidz. 絶滅危惧IA類 情報不足
195 セッコク ラン科 Dendrobium moniliforme (L.) Sw. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
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196 キリガミネアサヒラン ラン科 Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek. var. conformis (F. Maek.) F. Maek. ex H. Hara et M. Mizush. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
197 トラキチラン ラン科 Epipogium aphyllum Sw. 絶滅危惧IA類 情報不足
198 アオキラン ラン科 Epipogium japonicum Makino 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
199 シロテンマ ラン科 Gastrodia elata Blume f. pallens (Kitag.) Tuyama 絶滅危惧IA類 指定なし
200 ツリシュスラン ラン科 Goodyera pendula Maxim. 絶滅危惧IA類 指定なし
201 ヒロハツリシュスラン ラン科 Goodyera pendula Maxim. f. brachyphylla (F. Maek.) Masam. et Satomi 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
202 ヒメミヤマウズラ ラン科 Goodyera repens (L.) R. Br. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
203 ムカゴソウ ラン科 Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) J. Vuijk 絶滅危惧IA類 指定なし
204 フガクスズムシソウ ラン科 Liparis fujisanensis F. Maek. ex F. Konta et S. Matsumoto 絶滅危惧IA類 指定なし
205 セイタカスズムシソウ ラン科 Liparis japonica (Miq.) Maxim. 絶滅危惧IA類 指定なし
206 コクラン ラン科 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 絶滅危惧IA類 指定なし
207 シテンクモキリ ラン科 Liparis purpureovittata Tsutsumi, T. Yukawa et M. Kato 絶滅危惧IA類 指定なし
208 アオフタバラン ラン科 Listera makinoana Ohwi 絶滅危惧IA類 指定なし
209 ヤチラン ラン科 Malaxis paludosa (L.) Sw. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
210 ヒメムヨウラン ラン科 Neottia acuminata Schltr. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
211 サカネラン ラン科 Neottia nidus-avis (L.) Rich. var. mandshurica Kom. 絶滅危惧IA類 情報不足
212 ミヤマモジズリ ラン科 Neottianthe cucullata (L.) Schltr. 絶滅危惧IA類 指定なし
213 ヨウラクラン ラン科 Oberonia japonica (Maxim.) Makino 絶滅危惧IA類 情報不足
214 ツレサギソウ ラン科 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類
215 ノヤマトンボ ラン科 Platanthera minor (Miq.) Rchb.f. 絶滅危惧IA類 指定なし
216 ミヤマチドリ ラン科 Platanthera takedae Makino 絶滅危惧IA類 指定なし
217 ヒトツボクロ ラン科 Tipularia japonica Matsum. 絶滅危惧IA類 指定なし

1 ナガホノナツノハナワラビ ハナヤスリ科 Botrychium strictum Underw. 絶滅危惧IB類 指定なし
2 コハナヤスリ ハナヤスリ科 Ophioglossum thermale Kom. var. nipponicum (Miyabe et Kudô) M. Nishida ex Tagawa 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
3 ヒメイワトラノオ チャセンシダ科 Asplenium capillipes Makino 絶滅危惧IB類 指定なし
4 イチョウシダ チャセンシダ科 Asplenium ruta-muraria L. 絶滅危惧IB類 指定なし
5 イワヘゴ オシダ科 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching 絶滅危惧IB類 希少
6 キヨズミオオクジャク オシダ科 Dryopteris namegatae (Sa. Kurata) Sa. Kurata 絶滅危惧IB類 指定なし
7 ワカナシダ オシダ科 Dryopteris pycnopteroides (H. Christ) C. Chr. 絶滅危惧IB類 希少
8 ホソバイヌワラビ メシダ（イワデンダ）科 Athyrium iseanum Rosenst. 絶滅危惧IB類 指定なし
9 ナヨシダ メシダ（イワデンダ）科 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 絶滅危惧IB類 指定なし

10 オオヒメワラビモドキ メシダ（イワデンダ）科 Deparia unifurcata (Baker) M. Kato 絶滅危惧IB類 指定なし
11 ミョウギシダ ウラボシ科 Polypodium someyae Yatabe 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
12 イワオモダカ ウラボシ科 Pyrrosia hastata (Thunb. ex Houtt.) Ching 絶滅危惧IB類 指定なし
13 ヤエガワカンバ カバノキ科 Betula davurica Pall. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
14 ツクバネガシ ブナ科 Quercus sessilifolia Blume 絶滅危惧IB類 指定なし
15 ホザキヤドリギ ヤドリギ科 Loranthus tanakae Franch. et Sav. 絶滅危惧IB類 指定なし
16 マツグミ ヤドリギ科 Taxillus kaempferi (DC.) Danser 絶滅危惧IB類 指定なし
17 ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ科 Balanophora nipponica Makino 絶滅危惧IB類 希少
18 ホソバイヌタデ タデ科 Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. trigonocarpa (Makino) H. Hara 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
19 ヌカボタデ タデ科 Persicaria taquetii (H. Lév.) Koidz. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
20 カワラアカザ アカザ科 Chenopodium virgatum Thunb. 絶滅危惧IB類 指定なし
21 キタコブシ モクレン科 Magnolia kobus DC. var. borealis Sarg. 絶滅危惧IB類 指定なし
22 キタザワブシ キンポウゲ科 Aconitum nipponicum Nakai subsp. micranthum (Nakai) Kadota 絶滅危惧IB類 指定なし
23 エンコウソウ キンポウゲ科 Caltha palustris L. var. enkoso H. Hara 絶滅危惧IB類 指定なし
24 イヌショウマ キンポウゲ科 Cimicifuga biternata (Siebold et Zucc.) Miq. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
25 ミヤマハンショウヅル キンポウゲ科 Clematis ochotensis (Pall.) Poir. var. japonica Nakai 絶滅危惧IB類 指定なし
26 チチブシロカネソウ キンポウゲ科 Enemion raddeanum Regel 絶滅危惧IB類 希少
27 オオイチョウバイカモ キンポウゲ科 Ranunculus nipponicus Nakai var. major H. Hara 絶滅危惧IB類 希少
28 オゼキンポウゲ キンポウゲ科 Ranunculus subcorymbosus Kom. var. ozensis (H. Hara) Tamura 絶滅危惧IB類 指定なし
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29 イワカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum minus L. var. sekimotoanum (Honda) Kitam. 絶滅危惧IB類 希少
30 ツルダシアオイ（ソノウサイシン） ウマノスズクサ科 Asarum fauriei Franch. var. stoloniferum (F. Maek.) T. Sugaw. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
31 ツルキケマン ケシ科 Corydalis ochotensis Turcz. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
32 ホソバイワベンケイ ベンケイソウ科 Rhodiola ishidae (Miyabe et Kudô) H. Hara 絶滅危惧IB類 指定なし
33 シラヒゲソウ ユキノシタ科 Parnassia foliosa Hook. f. et Thomson var. foliosa 絶滅危惧IB類 指定なし
34 ヤワタソウ ユキノシタ科 Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) H. Hara 絶滅危惧IB類 希少
35 タコノアシ ユキノシタ科 Penthorum chinense Pursh 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
36 チョウセンキンミズヒキ バラ科 Agrimonia coreana Nakai 絶滅危惧IB類 希少
37 ブコウマメザクラ バラ科 Cerasus incisa (Thunb.) Loisel. var. bukosanensis (Honda) H. Ohba 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
38 キンロバイ バラ科 Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz 絶滅危惧IB類 希少
39 カワラサイコ バラ科 Potentilla chinensis Ser. 絶滅危惧IB類 指定なし
40 アオナシ バラ科 Pyrus ussuriensis Maxim. var. hondoensis (Nakai et Kikuchi) Rehder 絶滅危惧IB類 指定なし
41 カラフトイバラ バラ科 Rosa davurica Pall. var. alpestris (Nakai) Kitag. 絶滅危惧IB類 指定なし
42 カナウツギ バラ科 Stephanandra tanakae Franch. et Sav. 絶滅危惧IB類 希少
43 モメンヅル マメ科 Astragalus reflexistipulus Miq. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
44 ジャケツイバラ マメ科 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 絶滅危惧IB類 指定なし
45 サイカチ マメ科 Gleditsia japonica Miq. 絶滅危惧IB類 指定なし
46 マルバヌスビトハギ マメ科 Hylodesmum podocarpum (DC.) H. Ohashi et R.R. Mill subsp. podocarpum 絶滅危惧IB類 指定なし
47 アサマフウロ フウロソウ科 Geranium soboliferum Kom. var. soboliferum 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
48 マルミノウルシ トウダイグサ科 Euphorbia ebracteolata Hayata 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
49 フユザンショウ ミカン科 Zanthoxylum armatum DC. var. subtrifoliatum (Franch.) Kitam. 絶滅危惧IB類 指定なし
50 シバタカエデ カエデ科 Acer miyabei Maxim. f. shibatae (Nakai) K. Ogata 絶滅危惧IB類 希少
51 ワタラセツリフネソウ ツリフネソウ科 Impatiens ohwadae M.Watanabe et Seriz. 絶滅危惧IB類 指定なし
52 オオツルウメモドキ ニシキギ科 Celastrus stephanotifolius (Makino) Makino 絶滅危惧IB類 指定なし
53 フジスミレ スミレ科 Viola tokubuchiana Makino var. tokubuchiana 絶滅危惧IB類 指定なし
54 ヒメスミレサイシン スミレ科 Viola yazawana Makino 絶滅危惧IB類 指定なし
55 ホソバアカバナ アカバナ科 Epilobium palustre L. 絶滅危惧IB類 指定なし
56 ホタルサイコ セリ科 Bupleurum longiradiatum Turcz. var. breviradiatum F. Schmidt 絶滅危惧IB類 指定なし
57 ハコネコメツツジ ツツジ科 Tsusiophyllum tanakae Maxim. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
58 ノジトラノオ サクラソウ科 Lysimachia barystachys Bunge 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
59 クリンソウ サクラソウ科 Primula japonica A. Gray 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
60 トウヤクリンドウ リンドウ科 Gentiana algida Pall. 絶滅危惧IB類 指定なし
61 ホソバノツルリンドウ リンドウ科 Pterygocalyx volubilis Maxim. 絶滅危惧IB類 希少
62 チョウジソウ キョウチクトウ科 Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
63 スズサイコ ガガイモ科 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
64 ナガエフタバムグラ アカネ科 Hedyotis diffusa Willd. var. longipes Nakai 絶滅危惧IB類 指定なし
65 サワルリソウ ムラサキ科 Anchystrocarya japonica Maxim. 絶滅危惧IB類 希少
66 ミヤマムラサキ ムラサキ科 Eritrichium nipponicum Makino 絶滅危惧IB類 希少
67 エゾムラサキ ムラサキ科 Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 絶滅危惧IB類 指定なし
68 コムラサキ クマツヅラ科 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch 絶滅危惧IB類 指定なし
69 クマツヅラ クマツヅラ科 Verbena officinalis L. 絶滅危惧IB類 希少
70 ヤマジソ シソ科 Mosla japonica (Benth. ex Oliv.) Maxim. 絶滅危惧IB類 情報不足
71 シナノアキギリ シソ科 Salvia koyamae Makino 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
72 アブノメ ゴマノハグサ科 Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 絶滅危惧IB類 指定なし
73 キタミソウ ゴマノハグサ科 Limosella aquatica L. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
74 キヨスミウツボ ハマウツボ科 Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc. 絶滅危惧IB類 指定なし
75 コウシンソウ タヌキモ科 Pinguicula ramosa Miyoshi 絶滅危惧IB類 希少
76 ヤチコタヌキモ タヌキモ科 Utricularia ochroleuca Hartm. 絶滅危惧IB類 情報不足
77 ムラサキミミカキグサ タヌキモ科 Utricularia uliginosa Vahl 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
78 マルバヨノミ スイカズラ科 Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Turcz.) Hultén var. venulosa (Maxim.) Rehder 絶滅危惧IB類 指定なし
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79 ニッコウヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera mochidzukiana Makino 絶滅危惧IB類 指定なし
80 ゴマギ スイカズラ科 Viburnum sieboldii Miq. var. sieboldii 絶滅危惧IB類 希少
81 イワツクバネウツギ スイカズラ科 Zabelia integrifolia (Koidz.) Makino ex Ikuse et S. Kuros. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
82 バアソブ キキョウ科 Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl. 絶滅危惧IB類 指定なし
83 ヒメシオン キク科 Aster fastigiatus Fisch. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
84 イズハハコ キク科 Conyza japonica (Thunb.) Less. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
85 フジバカマ キク科 Eupatorium japonicum Thunb. ex Murray 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
86 ヤマタバコ キク科 Ligularia angusta (Nakai) Kitam. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
87 カイタカラコウ キク科 Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz. 絶滅危惧IB類 指定なし
88 キクアザミ キク科 Saussurea ussuriensis Maxim. 絶滅危惧IB類 指定なし
89 キバナコウリンカ キク科 Senecio furusei Kitam. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
90 サジオモダカ オモダカ科 Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Sam. 絶滅危惧IB類 情報不足
91 アギナシ オモダカ科 Sagittaria aginashi Makino 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
92 クロモ トチカガミ科 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
93 コウガイモ トチカガミ科 Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
94 ホソバヒルムシロ ヒルムシロ科 Potamogeton alpinus Balb. 絶滅危惧IB類 指定なし
95 ササバモ ヒルムシロ科 Potamogeton malaianus Miq. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
96 ヒメアマナ ユリ科 Gagea japonica Pascher 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
97 ミズアオイ ミズアオイ科 Monochoria korsakowii Regel et Maack 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
98 シロイヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon sikokianum Maxim. 絶滅危惧IB類 指定なし
99 オオヒゲガリヤス イネ科 Calamagrostis longiseta Hack. var. longearistata (Takeda) Ohwi 絶滅危惧IB類 指定なし

100 エゾカモジグサ イネ科 Elymus kurilensis Probat. 絶滅危惧IB類 指定なし
101 ヤマオオウシノケグサ イネ科 Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi 絶滅危惧IB類 希少
102 ウキシバ イネ科 Pseudoraphis ukishiba Ohwi 絶滅危惧IB類 情報不足
103 イヌアワ イネ科 Setaria chondrachne (Steud.) Honda 絶滅危惧IB類 指定なし
104 アリマシノ イネ科（タケ科） Sasaella kogasensis (Nakai) Nakai ex Koidz. var. yoshinoi (Koidz.) Sad. Suzuki 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
105 ケスエコザサ イネ科（タケ科） Sasaella leucorhoda (Koidz.) Koidz. var. kanayamensis (Nakai) Sad. Suzuki 絶滅危惧IB類 指定なし
106 アワボスゲ カヤツリグサ科 Carex brownii Tuck. 絶滅危惧IB類 指定なし
107 スナジスゲ カヤツリグサ科 Carex glabrescens (Kük.) Ohwi 絶滅危惧IB類 指定なし
108 ムジナスゲ カヤツリグサ科 Carex lasiocarpa Ehrh. var. occultans (Franch.) Kük. 絶滅危惧IB類 指定なし
109 ハタベスゲ カヤツリグサ科 Carex latisquamea Kom. 絶滅危惧IB類 指定なし
110 クグスゲ カヤツリグサ科 Carex pseudocyperus L. 絶滅危惧IB類 指定なし
111 ツルカミカワスゲ カヤツリグサ科 Carex sabynensis Less. ex Kunth var. rostrata (Maxim.) Ohwi 絶滅危惧IB類 指定なし
112 ユキグニハリスゲ カヤツリグサ科 Carex semihyalofructa Tak. Shimizu 絶滅危惧IB類 指定なし
113 クモマシバスゲ カヤツリグサ科 Carex subumbellata Meinsh. var. verecunda Ohwi 絶滅危惧IB類 指定なし
114 ハタケテンツキ カヤツリグサ科 Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. stauntonii 絶滅危惧IB類 指定なし
115 シズイ カヤツリグサ科 Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
116 コマツカサススキ カヤツリグサ科 Scirpus fuirenoides Maxim. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
117 ヒメマツカサススキ カヤツリグサ科 Scirpus karuisawensis Makino 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
118 マツカサススキ カヤツリグサ科 Scirpus mitsukurianus Makino 絶滅危惧IB類 指定なし
119 エビネ ラン科 Calanthe discolor Lindl. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
120 ギンラン ラン科 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
121 キンラン ラン科 Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
122 イチヨウラン ラン科 Dactylostalix ringens Rchb. f. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
123 カモメラン ラン科 Galearis cyclochila (Franch. et Sav.) Soó 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
124 ミヤマウズラ ラン科 Goodyera schlechtendaliana Rchb. f. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
125 ヒメミズトンボ ラン科 Habenaria linearifolia Maxim. var. brachycentra H. Hara 絶滅危惧IB類 希少
126 ミズトンボ ラン科 Habenaria sagittifera Rchb. f. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
127 ジガバチソウ ラン科 Liparis krameri Franch. et Sav. 絶滅危惧IB類 指定なし
128 ホザキイチヨウラン ラン科 Malaxis monophyllos (L.) Sw. 絶滅危惧IB類 指定なし
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129 コケイラン ラン科 Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 絶滅危惧IB類 準絶滅危惧
130 ジンバイソウ ラン科 Platanthera florentii Franch. et Sav. 絶滅危惧IB類 指定なし
131 ウチョウラン ラン科 Ponerorchis graminifolia Rchb.f. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
132 ニョホウチドリ ラン科 Ponerorchis joo-iokiana (Makino) Nakai 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類
133 カヤラン ラン科 Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f. 絶滅危惧IB類 指定なし
134 ハクウンラン ラン科 Vexillabium nakaianum F.Maek. 絶滅危惧IB類 希少

1 ヒメミズニラ ミズニラ科 Isoetes asiatica (Makino) Makino 絶滅危惧Ⅱ類 希少
2 ミズニラ ミズニラ科 Isoetes japonica A. Br. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
3 チチブホラゴケ コケシノブ科 Crepidomanes schmidtianum (Zenker ex Taschner) K. Iwats. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
4 ヒメウラジロ ミズワラビ科 Cheilanthes argentea (S. G. Gmel.) Kunze 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
5 シシラン シシラン科 Vittaria flexuosa Fée 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
6 シモツケヌリトラノオ チャセンシダ科 Asplenium normale D. Don var. boreale Ohwi ex Sa. Kurata 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
7 トキワシダ チャセンシダ科 Asplenium yoshinagae Makino 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
8 キンモウワラビ メシダ（イワデンダ）科 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn subsp. fauriei (Kodama) K. Iwats. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
9 ユビソヤナギ ヤナギ科 Salix hukaoana Kimura 絶滅危惧Ⅱ類 希少

10 トキホコリ イラクサ科 Elatostema densiflorum Franch. et Sav. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
11 ヒメタデ タデ科 Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. erectominor 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
12 アオヒメタデ タデ科 Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. erectominor f. viridiflora (Nakai) I.Ito 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
13 サクラタデ タデ科 Persicaria macrantha (Meisn.) Haraldson subsp. conspicua (Nakai) Yonek. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
14 ノダイオウ タデ科 Rumex longifolius DC. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
15 マダイオウ タデ科 Rumex madaio Makino 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
16 カトウハコベ ナデシコ科 Arenaria katoana Makino var. katoana 絶滅危惧Ⅱ類 希少
17 オオビランジ ナデシコ科 Silene keiskei Miq. f. keiskei 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
18 センウズモドキ キンポウゲ科 Aconitum jaluense Kom. subsp. iwatekense (Nakai) Kadota 絶滅危惧Ⅱ類 希少
19 ミョウコウトリカブト キンポウゲ科 Aconitum nipponicum Nakai subsp. nipponicum var. septemcarpum (Nakai) Kadota 絶滅危惧Ⅱ類 希少
20 フクジュソウ キンポウゲ科 Adonis ramosa Franch. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
21 グンナイキンポウゲ キンポウゲ科 Ranunculus grandis Honda var. mirissimus (Hisauti) H. Hara 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
22 イトキンポウゲ キンポウゲ科 Ranunculus reptans L. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
23 ミョウギカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum minus L. var. chionophyllum (Nakai ex F. Maek.) Emura 絶滅危惧Ⅱ類 希少
24 シラネアオイ シラネアオイ科 Glaucidium palmatum Siebold et Zucc. 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
25 クモイイカリソウ メギ科 Epimedium koreanum Nakai var. coelestre (Nakai) T.Shimizu 絶滅危惧Ⅱ類 希少
26 コウホネ スイレン科 Nuphar japonica DC. var. japonica 絶滅危惧Ⅱ類 希少
27 オゼコウホネ スイレン科 Nuphar pumila (Timm) DC. var. ozeensis (Miki) H. Hara 絶滅危惧Ⅱ類 希少
28 コシノカンアオイ ウマノスズクサ科 Asarum megacalyx (F. Maek.) T. Sugaw. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
29 ナガバノモウセンゴケ モウセンゴケ科 Drosera anglica Huds. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
30 ハクサンハタザオ アブラナ科 Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. gemmifera (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
31 ハタザオ アブラナ科 Turritis glabra L. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
32 アズマツメクサ ベンケイソウ科 Tillaea aquatica L. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
33 オオシラヒゲソウ ユキノシタ科 Parnassia foliosa Hook. f. et Thomson var. japonica (Nakai) Ohwi 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
34 ヤシャビシャク ユキノシタ科 Ribes ambiguum Maxim. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
35 スグリ ユキノシタ科 Ribes sinanense F. Maek. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
36 ジンジソウ ユキノシタ科 Saxifraga cortusaefolia Siebold et Zucc. var. cortusaefolia 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
37 ナガボノワレモコウ（広義） バラ科 Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. tenuifolia 絶滅危惧Ⅱ類 希少
38 ノアズキ マメ科 Dunbaria villosa (Thunb.) Makino 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
39 オオヤマカタバミ カタバミ科 Oxalis obtriangulata Maxim. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
40 カイフウロ フウロソウ科 Geranium shikokianum Matsum. var. kaimontanum (Honda) Honda et H. Hara 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
41 ノウルシ トウダイグサ科 Euphorbia adenochlora C. Morren et Decne. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
42 チョウセンナニワズ ジンチョウゲ科 Daphne pseudomezereum A. Gray var. koreana (Nakai) Himaya 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
43 ヒゴスミレ スミレ科 Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker var. sieboldiana (Maxim.) Makino 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
44 チシマウスバスミレ スミレ科 Viola hultenii W. Becker 絶滅危惧Ⅱ類 希少
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45 オオバタチツボスミレ スミレ科 Viola langsdorffii Fish. subsp. sachalinensis W.Becker 絶滅危惧Ⅱ類 希少
46 ゲンジスミレ スミレ科 Viola variegata Fisch. ex Link 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
47 ゴキヅル ウリ科 Actinostemma tenerum Griff. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
48 ミズマツバ ミソハギ科 Rotala mexicana Cham. et Schltdl. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
49 ヒメビシ ヒシ科 Trapa incisa Siebold et Zucc. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅
50 ウスゲチョウジタデ アカバナ科 Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (H. Hara) P. H. Raven 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
51 トウキ セリ科 Angelica acutiloba (Siebold et Zucc.) Kitag. var. acutiloba 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
52 サクラソウ サクラソウ科 Primula sieboldii E. Morren 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
53 テングノコヅチ リンドウ科 Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim. var. involubile (N. Yonez.) J. Murata 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
54 シロバナカモメヅル ガガイモ科 Cynanchum sublanceolatum (Miq.) Matsum. var. macranthum (Maxim.) Matsum. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
55 ハナムグラ アカネ科 Galium tokyoense Makino 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
56 ホタルカズラ ムラサキ科 Lithospermum zollingeri A. DC. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
57 ツルカメバソウ ムラサキ科 Trigonotis icumae (Maxim.) Makino 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
58 ヒイラギソウ シソ科 Ajuga incisa Maxim. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
59 グンバイヅル ゴマノハグサ科 Veronica onoei Franch. et Sav. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
60 イヌノフグリ ゴマノハグサ科 Veronica polita Fr. var. lilacina (T. Yamaz.) T. Yamaz. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
61 イヌタヌキモ タヌキモ科 Utricularia australis R. Br. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
62 ハクサンオオバコ オオバコ科 Plantago hakusanensis Koidz. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
63 リンネソウ スイカズラ科 Linnaea borealis L. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
64 オニヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera vidalii Franch. et Sav. 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
65 オミナエシ オミナエシ科 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trevir. 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
66 ミョウギシャジン キキョウ科 Adenophora nikoensis Franch. et Sav. var. petrophila (H. Hara) H. Hara 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
67 キキョウ キキョウ科 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
68 センボンギク キク科 Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. microcephalus 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
69 シドキヤマアザミ キク科 Cirsium shidokimontanum Kadota 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
70 キクタニギク（アワコガネギク） キク科 Dendranthema boreale (Makino) Ling ex Kitam. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
71 オオイワインチン キク科 Dendranthema pallasianum (Fisch. ex Besser) Vorosch. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
72 ジョウシュウアズマギク キク科 Erigeron thunbergii A. Gray subsp. glabratus (A. Gray) H. Hara var. heterotrichus (H. Hara) H. Hara 絶滅危惧Ⅱ類 希少
73 ホソバニガナ キク科 Ixeris makinoana (Kitam.) Kitam. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
74 ノニガナ キク科 Ixeris polycephala Cass. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
75 オオニガナ キク科 Prenanthes tanakae (Franch. et Sav. ex Koidz.) Koidz. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
76 コウリンカ キク科 Senecio flammeus Turcz.ex DC. subsp. glabrifolius (Cufod.) Kitam. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
77 ウリカワ オモダカ科 Sagittaria pygmaea Miq. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
78 ミズオオバコ トチカガミ科 Ottelia alismoides (L.) Pers. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
79 イトモ ヒルムシロ科 Potamogeton berchtoldii Fieber 絶滅危惧Ⅱ類 希少
80 アマナ ユリ科 Amana edulis (Miq.) Honda 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
81 ノカンゾウ ユリ科 Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
82 オゼソウ ユリ科 Japonolirion osense Nakai 絶滅危惧Ⅱ類 希少
83 ヒメシャガ アヤメ科 Iris gracilipes A.Gray 絶滅危惧Ⅱ類 希少
84 クロイヌノヒゲモドキ ホシクサ科 Eriocaulon atroides Satake 絶滅危惧Ⅱ類 希少
85 ホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon cinereum R. Br. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
86 ユキイヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon dimorphoelytrum T. Koyama 絶滅危惧Ⅱ類 希少
87 ハライヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon ozense T. Koyama 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足
88 オニノガリヤス イネ科 Calamagrostis gigas Takeda 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
89 ミヤマノガリヤス イネ科 Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev subsp. urelytra (Hack.) Probat. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
90 オガルカヤ イネ科 Cymbopogon tortilis (J.Presl) Hitchc. var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
91 カリマタガヤ イネ科 Dimeria ornithopoda Trin. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
92 イヌカモジグサ イネ科 Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev var. tenuisetus (Ohwi) Osada 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
93 ミズタカモジ イネ科 Elymus humidus (Ohwi et Sakam.) A.Löve 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
94 アオウシノケグサ イネ科 Festuca ovina L. subsp. coreana (St. Yves) E. B. Alexeev 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
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95 カリヤスモドキ イネ科 Miscanthus oligostachyus Stapf 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
96 カリヤス イネ科 Miscanthus tinctorius (Steud.) Hack. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
97 ヒロハヌマガヤ イネ科 Neomolinia fauriei (Hack.) Honda 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
98 ムカゴツヅリ イネ科 Poa tuberifera Faurie ex Hack. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
99 メガルカヤ イネ科 Themeda triandra Forsk. var. japonica (Willd.) T. Koyama 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし

100 アラゲネザサ イネ科（タケ科） Pleioblastus hattorianus Koidz. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
101 ヒメカイウ サトイモ科 Calla palustris L. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
102 ミクリ ミクリ科 Sparganium erectum L. var. erectum 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
103 タマミクリ ミクリ科 Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest.) L.M. Newman 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
104 ナガエミクリ ミクリ科 Sparganium japonicum Rothert 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
105 ヒメミクリ ミクリ科 Sparganium subglobosum Morong 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
106 ジョウロウスゲ カヤツリグサ科 Carex capricornis Menish. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
107 ヌマアゼスゲ カヤツリグサ科 Carex cinerascens Kük. 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足
108 センダイスゲ カヤツリグサ科 Carex lenta D. Don var. sendaica (Franch.) T. Koyama 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
109 チュウゼンジスゲ カヤツリグサ科 Carex longerostrata C. A. Mey var. pallida (Kitag.) Ohwi 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
110 ホソバオゼヌマスゲ カヤツリグサ科 Carex nemurensis Franch. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
111 タカネハリスゲ カヤツリグサ科 Carex pauciflora Lightf. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
112 モエギスゲ カヤツリグサ科 Carex tristachya Thunb. 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
113 ヌイオスゲ カヤツリグサ科 Carex vanheurckii Müll. Arg. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
114 カンエンガヤツリ カヤツリグサ科 Cyperus exaltatus Retz. var. iwasakii (Makino) T. Koyama 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
115 ノテンツキ カヤツリグサ科 Fimbristylis complanata (Retz.) Link 絶滅危惧Ⅱ類 指定なし
116 タカネクロスゲ カヤツリグサ科 Scirpus maximowiczii C.B. Clarke 絶滅危惧Ⅱ類 希少
117 コアニチドリ ラン科 Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr. 絶滅危惧Ⅱ類 希少
118 サイハイラン ラン科 Cremastra appendiculata (D.Don) Makino var. variabilis (Blume) I. D. Lund 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
119 シュンラン ラン科 Cymbidium goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧
120 カキラン ラン科 Epipactis thunbergii A. Gray 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類
121 タシロラン ラン科 Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
122 トキソウ ラン科 Pogonia japonica Rchb.f. 絶滅危惧Ⅱ類 希少

1 コケスギラン イワヒバ科 Selaginella selaginoides (L.) Link 準絶滅危惧 指定なし
2 タチゲヒカゲミズ イラクサ科 Parietaria micrantha Ledeb. var. coreana (Nakai) H. Hara 準絶滅危惧 指定なし
3 コギシギシ タデ科 Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech. f. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類
4 ワチガイソウ ナデシコ科 Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. heterantha 準絶滅危惧 指定なし
5 ハクバブシ キンポウゲ科 Aconitum zigzag H. Lev. et Vaniot subsp. kishidae (Nakai) Kadota 準絶滅危惧 希少
6 ハルカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum baicalense Turcz. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
7 ヒメミヤマカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum nakamurae Koidz. 準絶滅危惧 希少
8 ノカラマツ キンポウゲ科 Thalictrum simplex L. var. brevipes H. Hara 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類
9 コウモリカズラ ツヅラフジ科 Menispermum dauricum DC. 準絶滅危惧 指定なし

10 ハンゲショウ ドクダミ科 Saururus chinensis (Lour.) Baill. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類
11 ナガミノツルキケマン ケシ科 Corydalis raddeana Regel 準絶滅危惧 希少
12 コイヌガラシ アブラナ科 Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi 準絶滅危惧 希少
13 ツメレンゲ ベンケイソウ科 Orostachys japonica (Maxim.) A. Berger 準絶滅危惧 希少
14 フキユキノシタ ユキノシタ科 Saxifraga japonica H. Boissieu 準絶滅危惧 指定なし
15 コフウロ フウロソウ科 Geranium tripartitum R. Knuth 準絶滅危惧 指定なし
16 イブキスミレ スミレ科 Viola mirabilis L. var. subglabra Ledeb. 準絶滅危惧 指定なし
17 フサモ アリノトウグサ科 Myriophyllum verticillatum L. 準絶滅危惧 指定なし
18 ハナビゼリ セリ科 Angelica inaequalis Maxim. 準絶滅危惧 指定なし
19 クサタチバナ ガガイモ科 Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum. 準絶滅危惧 指定なし
20 マネキグサ シソ科 Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino 準絶滅危惧 希少
21 ミゾコウジュ シソ科 Salvia plebeia R. Br. 準絶滅危惧 準絶滅危惧
22 タカネママコナ ゴマノハグサ科 Melampyrum laxum Miq. var. arcuatum (Nakai) Soo 準絶滅危惧 希少
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23 カワヂシャ ゴマノハグサ科 Veronica undulata Wall. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
24 クリヤマハハコ キク科 Anaphalis sinica Hance var. viscosissima (Honda) Kitam. 準絶滅危惧 希少
25 オゼヌマアザミ キク科 Cirsium homolepis Nakai 準絶滅危惧 希少
26 ホソバヒナウスユキソウ キク科 Leontopodium fauriei (Beauverd) Hand.-Mazz. var. angustifolium H. Hara et Kitam. ex Takeda 準絶滅危惧 希少
27 テバコモミジガサ キク科 Parasenecio tebakoensis (Makino) H. Koyama 準絶滅危惧 希少
28 コウヤボウキ キク科 Pertya scandens (Thunb.) Sch. Bip. 準絶滅危惧 準絶滅危惧
29 アサツキ ユリ科 Allium schoenoprasum L. var. foliosum Regel 準絶滅危惧 指定なし
30 シロウマアサツキ（シブツアサツキを含む） ユリ科 Allium schoenoprasum L. var. orientale Regel 準絶滅危惧 希少
31 オオチゴユリ ユリ科 Disporum viridescens (Maxim.) Nakai 準絶滅危惧 指定なし
32 チシマアマナ ユリ科 Lloydia serotina (L.) Rchb. 準絶滅危惧 指定なし
33 ホソバノアマナ ユリ科 Lloydia triflora (Ledeb.) Baker 準絶滅危惧 指定なし
34 カキツバタ アヤメ科 Iris laevigata Fisch. 準絶滅危惧 希少
35 クロイヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon atrum Nakai 準絶滅危惧 指定なし
36 エゾホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon monococcon Nakai 準絶滅危惧 指定なし
37 ノソリホシクサ ホシクサ科 Eriocaulon nanellum Ohwi var. nosoriense (Ohwi) Ohwi et T. Koyama 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅰ類
38 イトハナビテンツキ カヤツリグサ科 Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. densa 準絶滅危惧 指定なし
39 ミヤマジュズスゲ カヤツリグサ科 Carex dissitiflora Franch. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
40 ウマスゲ カヤツリグサ科 Carex idzuroei Franch. et Sav. 準絶滅危惧 指定なし
41 クジュウツリスゲ カヤツリグサ科 Carex kujuzana Ohwi 準絶滅危惧 指定なし
42 ヤガミスゲ カヤツリグサ科 Carex maackii Maxim. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
43 ミコシガヤ カヤツリグサ科 Carex neurocarpa Maxim. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
44 サッポロスゲ カヤツリグサ科 Carex pilosa Scop. 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類
45 ヒロハオゼヌマスゲ カヤツリグサ科 Carex traiziscana F. Schmidt 準絶滅危惧 希少
46 ミズチドリ ラン科 Platanthera hologlottis Maxim. 準絶滅危惧 指定なし
1 ヒメハイホラゴケ コケシノブ科 Crepidomanes amabile (Nakai) K. Iwats. 情報不足 指定なし
2 テバコワラビ メシダ（イワデンダ）科 Athyrium atkinsonii Bedd. 情報不足 指定なし
3 キタノミヤマシダ メシダ（イワデンダ）科 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata var. sibiricum 情報不足 指定なし
4 エビラシダ メシダ（イワデンダ）科 Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching 情報不足 指定なし
5 エゾデンダ ウラボシ科 Polypodium virginianum L. 情報不足 希少
6 タチハコベ ナデシコ科 Moehringia trinervia (L.) Clairv. 情報不足 情報不足
7 ヒナワチガイソウ ナデシコ科 Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. linearifolia (Takeda) Nemoto 情報不足 指定なし
8 カンチヤチハコベ ナデシコ科 Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. 情報不足 希少
9 マルバアカザ アカザ科 Chenopodium acuminatum Willd. 情報不足 指定なし

10 ミドリアカザ アカザ科 Chenopodium bryoniifolium Bunge ex Trautv. 情報不足 指定なし
11 ウゼントリカブト キンポウゲ科 Aconitum okuyamae Nakai var. okuyamae 情報不足 指定なし
12 オオツヅラフジ ツヅラフジ科 Sinomenium actum (Thunb.) Rehder et E.H. Wilson var. actum 情報不足 指定なし
13 ミヤマハタザオ アブラナ科 Arabidopsis lyrata (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. kamchatica (Fisch. ex DC.) O'Kane et Al-Shehbaz 情報不足 指定なし
14 ヤマガラシ アブラナ科 Barbarea orthoceras Ledeb. 情報不足 指定なし
15 ミズタガラシ アブラナ科 Cardamine lyrata Bunge 情報不足 指定なし
16 シロウマナズナ アブラナ科 Draba shiroumana Makino 情報不足 情報不足
17 ムラサキベンケイソウ ベンケイソウ科 Hylotelephium pallescens (Freyn) H.Ohba 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
18 ヤブサンザシ ユキノシタ科 Ribes fasciculatum Siebold et Zucc. 情報不足 指定なし
19 ホザキシモツケ バラ科 Spiraea salicifolia L. 情報不足 指定なし
20 エビラフジ マメ科 Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim. subsp. cuspidata (Maxim.) Y. Endo et H. Ohashi var. cuspidata 情報不足 指定なし
21 マツバニンジン アマ科 Linum stelleroides Planch. 情報不足 情報不足
22 カワラボウフウ セリ科 Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz. 情報不足 指定なし
23 ギンリョウソウモドキ イチヤクソウ科 Monotropa uniflora L. 情報不足 指定なし
24 ヒメツルコケモモ ツツジ科 Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. 情報不足 情報不足
25 イヌムラサキ ムラサキ科 Lithospermum arvense L. 情報不足 指定なし
26 ヤマルリソウ ムラサキ科 Omphalodes japonica (Thunb.) Maxim. var. japonica 情報不足 指定なし
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27 シソクサ ゴマノハグサ科 Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica (Lam.) T. Yamaz. 情報不足 指定なし
28 ハナヒョウタンボク スイカズラ科 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 情報不足 情報不足
29 ヌマダイコン キク科 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 情報不足 指定なし
30 カワラニンジン キク科 Artemisia apiacea Hance 情報不足 指定なし
31 ミヤマアズマギク キク科 Erigeron thunbergii A. Gray subsp. glabratus (A. Gray) H. Hara 情報不足 指定なし
32 ミヤマアキノノゲシ キク科 Lactuca triangulata Maxim. 情報不足 指定なし
33 ササエビモ ヒルムシロ科 Potamogeton nipponicus Makino 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
34 ヒロハノアマナ ユリ科 Amana latifolia (Makino) Honda 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
35 ミヤマゼキショウ イグサ科 Juncus yakeishidakensis Satake 情報不足 情報不足
36 イヌノヒゲ ホシクサ科 Eriocaulon miquelianum Koern. 情報不足 指定なし
37 オクトネホシクサ ホシクサ科 Paepalanthus kanaii Satake 情報不足 絶滅
38 ザラツキヒナガリヤス イネ科 Calamagrostis nana Takeda subsp. hayachinensis (Ohwi) Tateoka 情報不足 情報不足
39 ヒナザサ イネ科 Coelachne japonica Hack. 情報不足 指定なし
40 ヤマムギ イネ科 Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. var. villosulus (Ohwi) Ohwi 情報不足 情報不足
41 エゾムギ イネ科 Elymus sibiricus L. 情報不足 指定なし
42 ミノボロ イネ科 Koeleria cristata (L.) Pers. 情報不足 指定なし
43 アワガエリ イネ科 Phleum paniculatum Huds. 情報不足 指定なし
44 タカネタチイチゴツナギ イネ科 Poa glauca Vahl 情報不足 指定なし
45 ハマヒエガエリ イネ科 Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 情報不足 指定なし
46 ウシクサ イネ科 Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
47 ヒゲシバ イネ科 Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle 情報不足 情報不足
48 ミヤマクマザサ イネ科（タケ科） Sasa hayatae Makino 情報不足 指定なし
49 ヒンジモ ウキクサ科 Lemna trisulca L. 情報不足 情報不足
50 タチスゲ カヤツリグサ科 Carex maculata Boott 情報不足 指定なし
51 ヒメガヤツリ カヤツリグサ科 Cyperus tenuispica Steud. 情報不足 指定なし
52 セイタカハリイ カヤツリグサ科 Eleocharis attenuata (Franch. et Sav.) Palla 情報不足 指定なし
53 ハタベカンガレイ カヤツリグサ科 Schoenoplectus gemmifer C. Sato, T. Maeda et Uchino 情報不足 指定なし
54 コシンジュガヤ カヤツリグサ科 Scleria parvula Steud. 情報不足 指定なし
55 ユウシュンラン ラン科 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. subaphylla (Miyabe et Kudô) Ohwi 情報不足 情報不足
56 スズムシソウ ラン科 Liparis makinoana Schltr. 情報不足 指定なし
57 タカネフタバラン ラン科 Listera puberula Maxim. 情報不足 指定なし
58 イイヌマムカゴ ラン科 Platanthera iinumae (Makino) Makino 情報不足 情報不足
59 キバナノショウキラン ラン科 Yoania amagiensis Nakai et F. Maek. 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
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