
科名 種名 科名 種名 科名 種名 100 リンドウ リンドウ

1 アカネ イナモリソウ（サツマイナモリ） 34 アカネ シチョウゲ 67 オミナエシ オミナエシ（オトコエシ）

2 アブラナ コンロンソウ（ナノハナ） 35 アカバナ ミソハギ 68 カヤツリグサ コシンジュガヤ

3 キンポウゲ イチリンソウ 36 イワタバコ イワタバコ 69 キク アキノキリンソウ

4 キンポウゲ ニリンソウ 37 キキョウ ホタルブクロ 70 キク キオン

5 キンポウゲ バイカオウレン（ウメ） 38 キク オタカラコウ 71 キク ノジギク（ノギク、タイキンギク）

6 ケシ クサノオウ 39 キク サワギク 72 キク ハバヤマボクチ

7 サトイモ アオテンナンショウ 40 キク ハンカイソウ 73 キク ヒメヒゴタイ

8 サトイモ マイヅルテンナンショウ 41 キク ホソバノヤマハハコ 74 キンポウゲ オオクサボタン

9 シソ オウギカズラ 42 クマツヅラ ハマゴウ 75 キンポウゲ サラシナショウマ（オオバショウマ）

10 シソ オドリコソウ 43 ゴマノハグサ トラノオスズカケ 76 キンポウゲ シコクブシ（レイジンソウ）

11 シソ ラショウモンカズラ 44 サクラソウ オカトラノオ（ヌマトラノオ） 77 クマツヅラ カリガネソウ

12 スミレ アオイスミレ 45 シソ イヌゴマ 78 シソ アキチョウジ

13 スミレ アカネスミレ 46 シソ オオマルバノテンニンソウ 79 シソ キバナアキギリ

14 スミレ アリアケスミレ 47 シソ カワミドリ 80 シソ シモバシラ

15 スミレ シコクスミレ 48 シソ メハジキ 81 シソ タニジャコウソウ（ジャコウソウ）

16 スミレ シハイスミレ 49 タデ イブキトラノオ 82 シソ ナギナタコウジュ

17 スミレ ニオイタチツボスミレ 50 ツリフネソウ キツリフネ 83 シソ ハッカ

18 スミレ エイザンスミレ（ヒゴスミレ） 51 ドクダミ ハンゲショウ 84 シソ レモンエゴマ

19 センリョウ ヒトリシズカ（フタリシズカ） 52 ナデシコ カワラナデシコ 85 シナノキ カラスノゴマ（ラセンソウ）

20 ツツジ フジツツジ（オンツツジ） 53 ナデシコ フシグロセンノウ 86 セリ シシウド（シラネセンキュウ）

21 ツツジ キシツツジ 54 ヒガンバナ キツネノカミソリ（オオキツネノカミ 87 セリ ボタンボウフウ

22 ツツジ サクラツツジ 55 ヒルガオ ヒルガオ（コヒルガオ） 88 ツバキ サザンカ

23 バラ サクラ 56 フウロソウ シコクフウロソウ 89 ツリフネソウ ツリフネソウ

24 バラ トサシモツケ 57 マメ クララ 90 ツリフネソウ ハガクレツリフネ

25 バラ ヤマブキ 58 ユキノシタ アワモリショウマ 91 ナデシコ ハマナデシコ

26 ムラサキ ホタルカズラ 59 ユキノシタ ギンバイソウ 92 ヒガンバナ ヒガンバナ

27 ムラサキ ヤマルリソウ 60 ユキノシタ クサアジサイ 93 ベンケイソウ タコノアシ

28 メギ ヤチマタイカリソウ 61 ユキノシタ チダケサシ 94 マメ ツルフジバカマ

29 ユキノシタ ウツギ 62 ユキノシタ ヤマアジサイ(アジサイ） 95 ユリ チャボホトトギス

30 ユリ アマナ 63 ユリ コオニユリ 96 ユリ ヤマジノホトトギス(ヤマホトトギス）

31 ユリ カタクリ 64 ユリ ササユリ 97 ユリ ヤマラッキョウ

32 ユリ ショウジョウバカマ 65 ユリ ノカンゾウ（ヤブカンゾウ） 98 リンドウ アケボノソウ

33 ユリ シライトソウ（ソクシンラン） 66 ユリ ヒメユリ 99 リンドウ センブリ
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