
科名 学名 和名 方名 採集地域 採集日 採集者 同定者 記録者
 ナデシコ科 Spengulania bocconii (a.) gnisebach ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
　ヒユ科 Achyranthes Faurieilev.etvan. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996 7 28 武井尚 武井尚 宋玉
Aceraceae Acer micrathum コミネカエデ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Aceraceae Acer micrathum コミネカエデ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Aceraceae Acer micrathum コミネカエデ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Aceraceae Acer micrathum コミネカエデ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Aceraceae Acer micrathum コミネカエデ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Aizoaceae Mollugo pentaphylla ザクロソウ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Amaranthaceae Achyranthes Fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目路傍 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Buxaceae Buxus microphylla ツゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Buxaceae Buxus microphylla ツゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Buxaceae Buxus microphylla ツゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Buxaceae Buxus microphylla ツゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Buxaceae Buxus microphylla ツゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Campanulaceae Campanula punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Campanula punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Campanula punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Campanula punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Companula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Companula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Companula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Companula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Campanulaceae Campanula punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Campanulaceae Companula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Caprifoliaceae Lonicera japonica スイカズラ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 98,9,20 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Caprifoliaceae Sambucus racemosa ニワトコ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Caprifoliaceae Sambucus racemosa ニワトコ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Caprifoliaceae Sambucus chinensis ソクズ/クサニワトコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Chenopodiaceae Chenopodium album L, シロザ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Chenopodiaceae Chenopodium album L, シロザ 神奈川県川崎市川崎区港町 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Chenopodiaceae Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Chenopodiaceae Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区小田５丁目 1996.6.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides ケアリタソウ/アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Chloranthaceae Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Chloranthaceae Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Chloranthaceae Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Chloranthaceae Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Chloranthaceae Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Commelinaceae Commelina　communis ツユクサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Commelinaceae Commelina communis ツユクサ/ボウシバナ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東2丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Galinsoga　ciliata（Raf.）Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市宮前区大原２丁目 98,8,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
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Compositae Lapsana　humils ヤブタビラコ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.7 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Compositae Galinsoga　ciliata（Raf.）Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市宮前区潮見台 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Golinsoga　ciliata ハキダメギク 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.7 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Compositae Ambrosia trifida クワモドキ、オオブタクサ 長野県南佐久郡北相木村栃原 1998.8.24 武井　尚 武井　尚
Compositae Galinsoga　ciliata（Raf.）Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 98,9,20 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目 1996.4.5 武井　尚 武井　尚
Compositae Gnaphalium　spicatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市多摩区西尾関１丁目 95,6,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Galinsoga ciliata ハキダメギク 栃木県日光市 1968.7.2 武井　尚 武井　尚
Compositae Patasites japonicus フキ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Aster ageratoides ノコンギク 神奈川県川崎市川崎区池田町１丁目 1996.5.10 武井　尚 武井　尚
Compositae Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Senecio nikoensis サワギク 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井　尚 奥山　春季
Compositae Artemisia capillaris カワラヨモギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Artemisia capillaris カワラヨモギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　strigosus　Muhl. ヘラバヒメジョン 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Artemisia capillaris カワラヨモギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Artemisia capillaris カワラヨモギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Eclipta alba アメリカカタサブロ 千葉県安房郡白浜町、海岸 1998.9.27 武井　尚 勝山　輝男
Compositae Pertya scandens コウヤホウキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Pertya scandens コウヤホウキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　annuus（L.）Pers ヒメジョン 神奈川県川崎市川崎区大師公園 95,6,21 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Pertya scandens コウヤホウキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Pertya scandens コウヤホウキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Adonis amurensis フクジュソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目（栽） 2003.2.25 武井　尚 武井　尚
Compositae Taraxacum albidum シロバナタンポポ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Taraxacum albidum シロバナタンポポ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　annuus（L.）Pers ヒメジョン 神奈川県川崎市宮前区 98,8,8 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Taraxacum albidum シロバナタンポポ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Taraxacum albidum シロバナタンポポ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Helianthus tuberosus キクイモ 神奈川県大和市南林間７丁目 1984.9.4 武井　尚 高橋　秀雄
Compositae Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　strigosus　Muhl. ヘラバヒメジョン 神奈川県川崎市宮前区潮見台 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Kalimeris pinnatifida ユウガギク 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 2006.8.18 武井　尚 武井　尚
Compositae syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　annuus（L.）Pers ヒメジョン 神奈川県川崎市宮前区菅正１丁目 98,9,20 武井　尚 武井　尚 福間　聖子



Compositae Taraxacum　officinale セイヨウタンポポ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Compositae syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae C. norikurense ノリクラアザミ 長野県南安曇郡安曇村安房峠 1975.8.11 飯島　芳美武井　尚
Compositae Ainsliaea aceriforia Sch.-Bip モミジハグマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Ainsliaea aceriforia Sch.-Bip モミジハグマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron　annuus ヒメジョン 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Compositae Ainsliaea aceriforia Sch.-Bip モミジハグマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Ainsliaea aceriforia Sch.-Bip モミジハグマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Compositae Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井　尚 武井　尚
Compositae Cacalia adenostyloides カニコウモリ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井　尚 奥山　春季
Compositae Senecio nikoensis サワギク 長野県佐久市初谷鉱泉付近 1961.7.28 武井　尚 奥山　春季
Compositae Gnaphalium　japonicum チチコグサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Compositae Erigeron conodensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚
Compositae Artemisia Feddei ヒメヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井　尚 武井　尚
Compositae Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 96,11,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Gnapheliamaffine ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区小鳥町 96,11,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Artemisia indica ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 96,7,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Artemisia montana オオヨモギ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Artemisia indica ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 96,7,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Compositae Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市宮前区神木本町３丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Cirsium vulgare アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市宮前区神木本町３丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Bidens pilasa L..var.pilosa コセンダンギク 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Xanthium canadense Mill オオオナモニ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae ホソバアキノノゲシ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Gnaphalium pensylvanicum Wild チチコグサモドキ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae ブタナ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 1996.10.16 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Compositae Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Compositae Artemisia capillaris カワラヨモギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Compositae Pertya scandens コウヤホウキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Compositae Taraxacum albidum シロバナタンポポ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Compositae Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Compositae syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Compositae Ainsliaea aceriforia Sch.-Bip モミジハグマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Compositae Graphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Graphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川原1995.10.15 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Ambrosia artemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩河緑地1995.10.15 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Souchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一



Compositae Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Bides frondosa アメリカセンダングサ/セイタカウコギ神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Golinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Compositae Gnaphalium spicatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Convolvulaceae Calystegia　hederacea コヒルガオ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Convolvulaceae Cuscuta pentagona アメリカネナシカズラ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目多摩東 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Convolvulaceae Calystegia japonica コヒルガオ 神奈川県川崎市宮前区大蔵３丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Convolvulaceae Calystegia japonica コヒルガオ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Cornaceae Aucuba japonica アオキ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Cornaceae Aucuba japonica アオキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Cornaceae Aucuba japonica アオキ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Crassulaceae Sedum sarmentosum ツルマンネングサ 神奈川県川崎市宮前区土橋４丁目 1998.8.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Cruciferae Capsella Bursa-postoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Crudiferae Capsella bursa-pustoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目土手 96,4,13 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Crudiferae R,indica(L.)Hiern イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区小鳥町 96,11,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Cyperaceae Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Cyperaceae Cyperus micronia カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Cyperaceae Fimbristylis littoralis ヒデリコ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Cyperaceae Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Cyperaceae Bolboschoenus maritimus ユウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川東1996.6.2 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Equisetaceae Equisetum orvens スギナ 神奈川県川崎市川崎区港町 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Equisetaceae Equisetum arvence スギナ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Ericacede Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron semibarbartum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron semibarbartum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron semibarbartum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron semibarbartum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron Tschonoskii コメツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron Tschonoskii コメツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron Tschonoskii コメツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron Tschonoskii コメツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ericacede Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Ericacede Rhododendron semibarbartum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Ericacede Rhododendron Tschonoskii コメツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Euphorbiaceae Euphor biasupina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Euphorbiaceae Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Fagaceae Quercus mongolica ミズナラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Quercus mongolica ミズナラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Quercus mongolica ミズナラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7



Fagaceae Quercus mongolica ミズナラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Guercus mongolica ミズナラオオナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Guercus mongolica ミズナラオオナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Guercus mongolica ミズナラオオナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Guercus mongolica ミズナラオオナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Fagaceae Quercus donarium テリハコナラ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Fagaceae Quercus serrata コナラ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Fagaceae Quercus mongolica ミズナラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Fagaceae Guercus mongolica ミズナラオオナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Garyophyllaceae Stellaria media ハコベ/コハコベ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Bromus　catharticus イヌムギ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Gramineae Setaria　viridis エノコログサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Gramineae Eleusine　indica　Gaerth オヒシバ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Gramineae Setaria faberii アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Digitaria　cirialis メヒシバ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.7 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Gramineae Pleioblastus Fortunei ケネザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Gramineae Pleioblastus Fortunei ケネザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Gramineae Paspolum dilatatum Poir. シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Pleioblastus Fortunei ケネザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Gramineae Pleioblastus Fortunei ケネザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Gramineae Echinochloa　crus-galli イヌビエ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Gramineae Miscanthus sacchariflorus オギ 神奈川県川崎市川崎区日進町 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 96,6,29 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区小鳥町 96,11,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Pleioblastus chino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区小鳥町 96,6,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Eagrostis fenuginea カゼクサ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 96,6,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Echinochloa　crus-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 96,7,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Gramineae Eragrostis ferruginea カゼクサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 1996.10.16 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Schizachyrium hrevifolium ウシクサ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Beckmannia Syzigachne カズノコグサ（ミノゴメ） 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Sorghum halepense セイバンモロコシ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Eragrostis ferruginea カゼクサ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Gramineae Pleioblastus Fortunei ケネザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Gramineae Setaria riridis. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Setaria Faberi アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Miscanthus sacchariflorus オギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東1丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Cynodon Doctylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区多摩川土手 1996.6.2 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Festuca elatior ヒロハノウシノケグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.6.2 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一



Gramineae Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東2丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東2丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Sporobolus indicus ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Gramineae Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Guttiferae Sarothra laxa コケオトギリ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Labiatae Glechoma hederacea カキオドシ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Labiatae Mentha arvensis ハッカ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1998.9.1 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Labiatae Mosla punctulata イヌコウジョ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Labiatae Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Lauraceae Lindera praecox アブラチャン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Lauraceae Lindera praecox アブラチャン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Lauraceae Lindera praecox アブラチャン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Lauraceae Lindera praecox アブラチャン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Lauraceae Lindera praecox アブラチャン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Leguminosae Trifolium　repens シロツメクサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Leguminosae Trifolium　pratense アカツメクサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Leguminosae Trifolium repeus シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Leguminosae Trifolium repeus シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Leguminosae Trifolium repeus シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Leguminosae Trifolium repeus シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Leguminosae Wistaria floribunda フジ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 96,11,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Leguminosae Lespedeza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Leguminosae Trifolium repeus シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Leguminosae Kummerovia Schindler ヤハズソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Leguminosae Trifolium repens シロツメグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川緑地1996.4.13 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Leguminosae Lespedesza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Liliaceae Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Lygodium Sw. Lygodium japonicum Sw. カニクサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
lイラクサ科 Boehmeria nivea(L)Gaud subsp クサマオ 沖縄県国頭今帰仁林 1998.2.14 武井尚 武井尚
Moraceae Fatoua villosa クワクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Moraceae Humulus scandes カナムグラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.8.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Nyctaginaceae Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 96,7,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Onagraceae Oenothera　laciniata コマツヨイグサ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Onagraceae Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 96,6,29 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Onagraceae Circaea mollis ミズタマソウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Oxalidaceae Oxalis　corniculate カタバミ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Oxalidaceae Oxalis　corniculate ウスアカカタバミ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.7 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Oxalidaceae Oxalis corniculate カタバミ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 96,11,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Oxalidaceae Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Oxalidaceae Oxalis corymbasa カタバミ/ウスバカタバミ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Oxalidaceae Oxalis corymbasa カタバミ/ウスバカタバミ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Pinaceae Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7



Pinaceae Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Pinaceae Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Pinaceae Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Pinaceae Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Plantaginaceae Plantago depressa Willd オオバコ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 96,10,10 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目多摩東 96,4,13 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Plantaginaceae Plantaga asiatica オオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Polygonaceae Rumex　japonicus ギシギシ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Polygonaceae Polygonum Posumbu ハナタデ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Polygonaceae Polygonum Posumbu ハナタデ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Polygonaceae Polygoum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Polygonaceae Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Polygonaceae Polygonum cuspidotum イタドリ 神奈川県川崎市宮前区土橋１丁目公園 1998.8.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Polygonaceae Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Polygonaceae Rumex crispus ギシギシ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Pontederiaceae Monochoria vaginalis コナギ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Preridaceae Pteris cretica オオバノイノチトソウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Primulaceae Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Primulaceae Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Primulaceae Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Primulaceae Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Primulaceae Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Pteridaceae Dennstaedtia hirsuta Mett. イヌシダ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Pteridaceae Dennstaedtia hirsuta Mett. イヌシダ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Pteridaceae Dennstaedtia hirsuta Mett. イヌシダ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Pteridaceae Dennstaedtia hirsuta Mett. イヌシダ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Pteridaceae Dennstaedtia hirsuta Mett. イヌシダ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Rhomnaceae Berchemia racemosa クマヤナギ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Ronunculaceae Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Ronunculaceae Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Ronunculaceae Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Ronunculaceae Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Ronunculaceae Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Rosaceae Geum aleppicum Jacp オオダイコンソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Geum aleppicum Jacp オオダイコンソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Geum aleppicum Jacp オオダイコンソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Geum aleppicum Jacp オオダイコンソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Stephanandra insisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Stephanandra insisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Stephanandra insisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Stephanandra insisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7



Rosaceae Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Rosaceae Chaenomeles japonica クサボケ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Rosaceae Geum aleppicum Jacp オオダイコンソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Rosaceae Stephanandra insisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Rosaceae Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Rubiaceae Rubia argyi アカネ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 98,10,3 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Rubiaceae Paeleria scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Rubiaceae Paeleria scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区港町 96,8,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Rubiaceae Paederia scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市宮前区土橋１丁目公園 1998.8.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Saururaceae Houttuynia　cordata ドクダミ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Saxifragaceae Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragaceae Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Saxifragaceae Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 鉾谷　寿一J.Hokotani 鉾谷　寿一
Saxifragoceae Hydrangea hilta Sieb コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragoceae Hydrangea hilta Sieb コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragoceae Hydrangea hilta Sieb コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragoceae Hydrangea hilta Sieb コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Saxifragoceae Hydrangea hilta Sieb コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Solanaceae Solanum pseudocapsicum タマサンゴ 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 95,6,21 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Solanaceae Lycinum chinense クコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Solanaceae Solanun nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Stachyuraceae Stachyurus praeox キブシ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Theaceae Stewartia Pseudo-camellia ナツツバキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Theaceae Stewartia Pseudo-camellia ナツツバキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Theaceae Stewartia Pseudo-camellia ナツツバキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Theaceae Stewartia Pseudo-camellia ナツツバキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Theaceae Stewartia Pseudo-camellia ナツツバキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Tiliaceae Tilia japonica シナノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Tiliaceae Tilia japonica シナノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Tiliaceae Tilia japonica シナノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Tiliaceae Tilia japonica シナノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Tiliaceae Tilia japonica シナノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7



Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
Ulmaceae Celtis sinensis エノキ 神奈川県川崎市川崎区大師河原 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Umbelliferae Hydrocotyle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区小鳥町 96,11,6 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Urticaceae Boehmeria nivea クサマオカラムシ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 96,7,22 武井　尚 武井　尚 福間　聖子
Vitaceae Cayratia　japonica ヤブガラシ 東京都江東区東雲２丁目 H2.8.1 福間聖子 福間聖子 福間聖子
Vitaceae Ampelopsis citrulloides キレハノブドウ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Vitaceae Ampelopsis citrulloides ノブドウ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 1998.9.20 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Vitaceae Vitif ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.3 武井　尚 H-Takei H-Kobayashi
Vitaceae Vitis ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市川崎区大師河原東1丁目 1996.11.10 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Vitaceae Ampelopsis brevipedunculata ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
Vitaceae Partheno cissus ツタ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H.Takei 鉾谷　寿一
アオイ Hibisucus syriacus ムクゲ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
ｱｵｲ Malva sylvestris L. var. mauritiana Mill. ｾﾞﾆｱｵｲ 神奈川県川崎市川崎区江川２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
ｱｵｲ Malva neglecta Wallr ｾﾞﾆﾊﾞｱｵｲ 神奈川県川崎市川崎区江川２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚
アオイ科 Malva neglecta ゼニバアオイ 神奈川県川崎市川崎区観音 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
アオイ科 Abutilon theephrasti MEDiCUS イチビ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町路傍 1996.8.11 武井尚 武井尚 針谷ゆき
アオイ科 Malva neglecta Wall R ゼニバアオイ 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
アオイ科 Malava sylvestris. L .var.mauritiana Boiss ゼニアオイ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アオイ科 Hibiscus syriacus L . ムクゲ 神奈川県川崎市幸区古市場　多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アオイ科 Ｍａｌｖａ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ　Ｌ．ｖａｒ．Ｍａｕｒｉｔｉａｎａ ゼニアオイ 神奈川県川崎市多摩区管仙谷四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アオイ科 Malva neglecta ゼニバアオイ 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目 武井尚 武井尚
アオイ科 althaea rosea タチアオイ 神奈川県川崎市高津区子母口富士場 武井尚 武井尚
アオイ科 Sida rhombifolia L キンゴジカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アオギリ Ｆｉｒｍｉａｎａ　ｓｉｍｐｌｅｘ アオギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
アオギリ Ｆｉｒｍｉａｎａ　ｓｉｍｐｌｅｘ アオギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
アオギリ Ｆｉｒｍｉａｎａ　ｓｉｍｐｌｅｘ アオギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
アオギリ Ｆｉｒｍｉａｎａ　ｓｉｍｐｌｅｘ アオギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
アオギリ firmiana simplex(l.)w.j.wightf.platanifolia(l.f.)schortアオヤギ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.9.5 武井尚 H-Takei 
アオギリ Ｆｉｒｍｉａｎａ　ｓｉｍｐｌｅｘ アオギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
アオギリ科 Firmiana simplex アオギリ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 前田理絵
アオギリ科 Firmiana simplex(L.)W.F. plalanifolia(L.f.)Schott L.アオギリ 神奈川県川崎市中原区井田 1997.6.21 武井尚 武井尚
アオギリ科 Firmiana simplex アオギリ 神奈川県川崎市川崎区南渡田丁 １９９６．６．６ 武井尚 武井　尚 早川光也
アカザ Chenopodium cerotinum L.. コアカザ 神奈川県川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 勝山輝男 川勝聡太郎
アカザ Chenopodium cerotinum L.. コアカザ 神奈川県川崎区昭和2丁目 1996.6.29 武井尚 勝山輝男 川勝聡太郎
アカザ Atriplex subcordata Kitagawa ハマアカザ 新潟県佐渡佐和田町長平岬 1979.8.28 武井尚 奥山春季 宮内健太郎
アカザ Chenopodium ambrosioides ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区堤根 1996.10.10 武井尚 武井尚 半谷純也



アカザ Chenopodium ambrosioides アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚 寺田大和
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 寺田大和
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
アカザ Atriplex hastata ホコガタアカザ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
アカザ Atriplex Gmerinii ホソバハマアカザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１０．１５武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
アカザ Chenopodium ambrosioides アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
アカザ Chenopodium ambrosioides アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
アカザ Chenopodium ambrosioides アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
アカザ Chenopodium ambrosioides アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
アカザ Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ａｍｂｒｏｓｉｏｉｄｅｓ　Ｌ． ケアリタソウ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区四岩上町 96.7.22 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 96.10.5 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 96.6.29 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 96.6.29 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカザ シロザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ シロザ 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 １９９６，６．２９ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ オカヒジキ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川河口 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 １９９６，６．２９ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ Salsola Komarovi オカヒジキ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川河口 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アカザ Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ａｌｂｕｍ シロザ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
アカザ Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
ｱｶｻﾞ Salsola komarovii Iljin ｵｶﾋｼﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚
アカザ Chenopodium album シロザ 神奈川県川崎市高津区北見方二丁目多摩川東 1998.9.5 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
アカザ Salsola Komarovi Iljin. オカヒジキ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 1996.10.11 武井尚 武井尚 川合伴実
アカザ Chenopodium glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 川合伴実
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
アカザ科 Chenopodium ficifolium コアカザ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 T.Katsuyama岡部奈津子
アカザ科 Atriplex gmelinii ホソバハマアカザ 神奈川県川崎市川崎区殿町 1996.10.16 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカザ科 Atriplex gmelinii C. A. Meyer ホソバハマアカザ 神奈川県川崎市川崎区殿町1 1996/8/22 武井尚 武井尚 千葉隆広
アカザ科 chenopodium album L.. シロザ 神奈川県川崎市川崎区 1999.11.6 武井尚 奥山春季 北條翔子
アカザ科 Chenopodium ambyosiodies L.. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 大久保希
アカザ科 Chenopodium pumilio コアカザ 神奈川県大和市西舞鶴5丁目 1984,6,11 武井尚 大場達之
アカザ科 Chenopodium pumilio アリタソウ 神奈川県大和市南林間9丁目 1983,8,20 武井尚 大場達之
アカザ科 Chenopodium pumilio アリタソウ 東京都練馬区東大泉町 1942,10,10 武井尚 奥山春季
アカザ科 Chenopodium fieifolium アルバアカザ 千葉県銚子市」君ヶ浜 1954,9,16 武井尚 横山庫之
アカザ科 Chenopodium pumilio コアカザ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984,9,3 武井尚 大場達之
アカザ科 Chenopodium pumilio コアカザ 神奈川県大和市 1987,5,25 武井尚 大場達之
アカザ科 Chenopodium pumilio アカザ 長野県南佐久郡北相木材白岩 1987,8,7 武井尚 武井尚
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
アカザ科 Atriplex GmeliniiC.G.Mey ホソバハマアカザ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目多摩川東 1996.8.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀



アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
アカザ科 Chenopodium Serotinum L.. コアカザ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
アカザ科 Chenopadium album L. シロザ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6.14 武井尚 武井尚
アカザ科 Atriplex hastata L ホコガタアカザ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目　多摩川原 １９９６．１０．１６武井尚 武井　尚 早川光也
アカザ科 Atriplex hastata L ホコガタアカザ 神奈川県川崎市川崎区大師川原１丁目 １９９６．８．２２ 武井尚 武井　尚 早川光也
アカザ科 Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ａｌｂｕｍ　Ｌ． シロザ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
アカザ科 Chenopodium serotinum L. コアカザ 神奈川県　川崎市　川崎区　東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 松岡みずき
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L . ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町　路傍 1996.8.11 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アカザ科 Chenopodium album L . シロザ 東京都町田市本町田 1999.7.19 今井久司 武井尚 松崎玲奈
アカザ科 Atriplex hastata L.. ホコガタアカザ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目多摩川原 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L.. アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 和田綾子
アカザ科 C.glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 重田拓郎
アカザ科 Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｓｅｒｏｔｉｎｕｍ　Ｌ． コアカザ 神奈川県川崎市川崎区日ノ出二丁目 １９９６．７．１７ 武井尚 Ｔ．Ｋａｔｓｕｙａｍａ（勝山輝男）渡邊陽介
アカザ科 Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｓｅｒｏｔｉｎｕｍ　Ｌ． コアカザ 神奈川県川崎市川崎区本町一丁目 １９９６．７．２６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
アカザ科 Chenopodium serotinum L.． コアカザ 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 1997.6・21 武井尚 武井尚 堤雄太
アカザ科 Chenopodium ficifolium Smith コアカザ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.6 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
アカザ科 Chnopodium　album シロザ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
アカザ科 C glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
アカザ科 C glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
アカザ科 Chenopodium ambrosioides d. var ambrosioidesアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚
アカザ科 Chenopodium ambrosioides  L . アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.05 武井尚 武井尚
アカザ科 C.glaucum  L . ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.08.18 武井尚 H.Takei
アカザ科 Chenopodium serotium L. コアカザ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカザ科 Chenopodium. glaucum L. ウラジロアカザ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカザ科 Chenopodium album L シロザ 不明 神奈川県川崎市川崎区小田1丁町 1991.9.11 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカザ科 Atriplex hastata L . ホコガタアカザ 神奈川県川崎市川崎区大師河東一丁目多摩川東1995.10.15 武井尚 武井尚 坂本和慶
アカザ科 Chenopodium album L.. シロザ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤１丁目 1997.12.2 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
アカザ科 Chenopodium Album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 小林立明
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井尚 武井尚 庄田千恵
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町公園 1996.4.28 武井尚 武井尚 庄田千恵
アカザ科 Ambrina ambrosioides var. anthelminticum アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Ambrina ambrosioides var. anthelminticum アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Ambrina ambrosioides var. anthelminticum アリタソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
アカザ科 Chenopodium pumilio R.BR. ゴウシュウアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 品川紀子
アカザ科 Chenopodium album L.. シロザ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 1996.10.16 武井尚 武井尚 品川紀子



アカザ科 Chenopodium pumilio R.BR. ゴウシュウアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 品川紀子
アカザ科 Chenopodium album L シロザ 神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目多摩川原 1996.8.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
アカザ Chenopodium album シロザ 長野県南佐久郡北相木村木次原 96.9.20 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカザ科 Chenopodium serotinum L. コアカザ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 神村佑
アカザ科 Chenopodium serotinum L. コアカザ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 神村佑
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 神村佑
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 神村佑
アカザ科 Chenopodium album L. シロザ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 宋玉
アカザ科 Chenopodium album L.. シロザ 千葉県千葉市緑区誉田町 1999．12.26 山本美緒 武井　尚 矢部達哉
アカザ科 Chenopodium album L.. シロザ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L.. ケアリタソウ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
アカザ科 Chenopodium ambrosioides L.. ケアリタソウ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
アカザ科 Chenopodium album シロザ 長野県岡谷市西堀横河川原 1949.8.10 武井尚 檜山康之
アカネ ヨツバムグラ 山梨県小菅村 2002.7.7
アカネ ヨツバムグラ 山梨県小菅村 2002.7.7
アカネ ヨツバムグラ 山梨県小菅村 2002.7.7
アカネ ヨツバムグラ 山梨県小菅村 2002.7.7
アカネ Rubia chinensis オオキヌタソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
アカネ Rubia chinensis オオキヌタソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
アカネ Rubia chinensis オオキヌタソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
アカネ Rubia chinensis オオキヌタソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
アカネ sherandia arrensis l. ハナヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.31 武井尚
アカネ sherandia arrensis l. ハナヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.31 武井尚
アカネ Paederia scandens Merr. ヘクソカズラ 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
アカネ Paederia scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
アカネ Rubia chinensis オオキヌタソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
アカネ Paederia scandens へクソカズラ(セイトバナ) 神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
アカネ Galium spurium ヤエムグラ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
アカネ G.psedo-asprellum オオバノヤエムグラ 長野県南佐久郡北相木村木次原 96.9.20 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
アカネ Galium pseudo-asprellum ｵｵﾊﾞﾉﾔｴﾑｸﾞﾗ 長野県南佐久郡北相木村下水上 1996,9,20 武井尚 武井尚 佐藤栄作
アカネ Galium spurium var. echinospermon ヤエムグラ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
アカネ Rubia cordifolia アカネ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
アカネ Paederia  scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市宮前区 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｱｶﾈ Paederia scandensx ﾍｸｿｶｽﾞﾗ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
アカネ Ｒｕｂｉａ　ｃｏｒｄｉｆｏｌｉａ アカネ 神奈川県川崎市麻生区早野 ９９．６．１７ 武井　尚 武井　尚
アカネ ヨツバムグラ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
アカネ Galium spurium var. echinospermon ヤエムグラ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 19990514 武井尚 武井尚 岡部亮
アカネ Galium Kinuta Nakai キヌタソウ 長野県北佐久郡佐久市荒船山麗 1961.7.29 武井尚 檜山庫三 金子尚晃
アカネ Galium pseudo-asprellum Makino オオバノヤエムグラ 長野県南佐久郡北相木村大平 1987.7.31 武井尚 武井尚 金子尚晃
アカネ Galium Aparine L. ヤエムグラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990406 武井尚 武井尚 小林　源地
アカネ Galium pseudo-asprellum Makino オオバノセエムグラ 神奈川県厚木市戸田町中戸田 1985.10.23 武井尚 大場達之 川合伴実
アカネ　 Galium pseudo-asprellum Makino オオバノヤエムグラ 長野県南佐久郡北相木村京ノ岩林道 1968.7.2 武井尚 奥山春季 金子尚晃
アカネ科 Galium kinuta 山梨県小菅村 2003.6.29



アカネ科 Galium kinuta 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Galium kinuta 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Galium kinuta 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Calium Kinuta キヌタソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Calium Kinuta キヌタソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Calium Kinuta キヌタソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
アカネ科 Galium gracilens (A.Gray) Makino ヒメヨツバムグラ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 2000．5.25 武井尚 勝山輝男 西村俊
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) Merr. ヘクソカズラ（ヤイトバナ） 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．6.29 武井尚 武井尚 西村俊
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) Merr. ヘクソカズラ（ヤイトバナ） 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
アカネ科 Paederia scandensy ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカネ科 Galium kinuta 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
アカネ科 Paederia scandensx ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996/10/5 武井尚 武井尚 千葉隆広
アカネ科 Galium spurium var. echinospermon ヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区京町3 1996/5/10 武井尚 武井尚 千葉隆広
アカネ科 Paederia scandens ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
アカネ科 Paederia scandens merr ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
アカネ科 Paederia scandens (LOUR,)MER ヘクソカズラ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
アカネ科 Psendopyxis/hetrophylla(Mig.)naxim シロバナイナモリソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
アカネ科 Hedyotis lindleyana Hook. ハシカグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,17 水木智草 水木智草
アカネ科 Paederia scandens (Lour)Merr ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 勝山輝男 柳沼尚紀
アカネ科 Paederia scandens(Lour.)Merr. ヘクソカズラ ヤイトバナ神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
アカネ科 Galium spurium L. ヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区東町２町目 １９９６．４．１３ 武井尚 武井　尚 早川光也
アカネ科 Galium spurium L. ヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区東町３町目 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
アカネ科 Paederia scandens(LOUR.)MERR.var.mairei(LEV.)HARAヘクソカズラ（ヤイトバナ） 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
アカネ科 Galium trachyspermum A.Gray ヨツバムグラ 高知県高知市高知城 1989.9.11 武井尚 武井尚 大和満美
アカネ科 Ｐａｅｄｅｒｉａ　ｓｃａｎｄｅｎｓ　（Ｌｏｕｒ．）Ｍｅｒｒ． ヘクソカズラ（セイトバナ） 神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目 １９９６．１１．６ 武井尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
アカネ科 Ruhia cordifoliar アカネ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.20 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
アカネ科 Galium spurium ヤエムグラ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
アカネ科 Psendopyxis/hetrophylla(Mig.)naxim シロバナイナモリソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカネ科 Hedyotis lindleyana Hook. ハシカグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,17
アカネ科 Galium spurium L.．ver.echinospermon(WALLR.)HAYEK.ヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
アカネ科 Psendopyxis/hetrophylla(Mig.)naxim シロバナイナモリソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカネ科 Hedyotis lindleyana Hook. ハシカグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,17
アカネ科 galium spurium ヤエムグラ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
アカネ科 Calium Kinuta キヌタソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
アカネ科 paederiascandeus ヘクソカケセイトバナ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 武井尚 武井尚
アカネ科 paederiascandeus ヘクソカケセイトバナ 神奈川県川崎市川崎区中瀬三丁目 武井尚 武井尚
アカネ科 Galium Aparine L.. ヤエムグラ 神奈川県厚木市上依知町相模川原 1984.5.23 武井尚 大場達之
アカネ科 Galium pseudo-asprellum Makino オオバノヤエムグラ 長野県北安曇郡両飾山麓 1959.8.3 武井尚 檜山庫三
アカネ科 Galium spurium L..var. echinospermon (WALLR.) Hayekヤエムグラ 神奈川県川崎市多摩区栗平3丁目 ２０００,４,２５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
アカネ科 Galiumpseudo-asprellum Makino オオバノヤエムグラ 長野県諏訪郡東堀横河川土手 １９４９,8,10 武井尚 檜山庫三 伊藤雅紀
アカネ科 Rubia cordifolia L..var. Mungista Miq. アカネ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 １９８５,６,４ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
アカネ科 Galium spurium L..var. echinospermon (WALLR.) Hayekヤエムグラ 東京都町田市常盤町 １９９２,４,６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
アカネ科 Hedyotis Linleyana Hook. Var.hirsuta Hsara ハシカグサ 神奈川県大和市上和田中ノ原 1989.10.14 武井尚 武井尚



アカネ科 Galium  Aparine L.. ヤエムグラ 長野県南佐久郡北相木村よしんた峠 1985.5.22 武井尚 武井尚
アカネ科 Rubia akane L.. アカネ 東京都町田市常盤町 1992.4.6 武井尚 武井尚
アカネ科 Rubia akane L.. アカネ 長野県岡谷市西堀 1949.8.10 武井尚 奥山春季
アカネ科 Galium pseudo-asprellum Makino オオバノヤエムグラ 長野県南佐久郡北相木村栗ノ沢 1979.8.11 武井尚 大場達之
アカネ科 Galium spurium L. var. echinospermon ヤエムグラ 神奈川県川崎市麻生区栗平１丁目 1999.4.22 武井尚 H.Takei
アカネ科 Galium spurium L. var. echinospermon ヤエムグラ 神奈川県川崎市麻生区栗平１丁目 1999.4.22 武井尚 H.Takei
アカネ科 galium spurium  L .var.echinospermon (Wallr.)Hayekヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1999.04.24 武井尚 武井尚
アカネ科 galium spurium  L .var.echinospermon (Wallr.)Hayekヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1999.04.24 武井尚 武井尚
アカネ科 Paederiascandens (Lour.) Merr ヘクソガズラ ヤイトバナ神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) Merr ヤイトバナ、ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) Merr ヤイトバナ、ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 高橋ゆい
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) Merr ヤイトバナ、ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 高橋ゆい
アカネ科 Raederia scandens (Lour.) Merr ヘクソカズラヤトイバナ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
アカネ科 Paederia scandens (Lour.) ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
アカネ科 Galium Aparine L ヤエムグラ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
アカネ科 Rubia cordifolia L.. Var Mungista Mig. アカネ 神奈川県川崎市川崎区日の出1丁目 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 深田　優
アカネ科 Rubia cordifolia L. アカネ　 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995．5.14 武井尚 武井尚 仲尾剛
アカネ科 Paederia scandens(Lour.)Merr. ヘクソカズラ ヤイトバナ神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 品川紀子
アカネ科 Galium Aparine L ヤエムグラ 神奈川県川崎区麻生区細山6丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
アカネ科 Rubia cordifolia L. アカネ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
あかね科 Paederia scandeus(Loax)Merr. ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
アカネ科 Paederia Scandens (Lour.) Merr. ヘクソカズラ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
アカネ科 Paederia Scandens (Lour.) Merr. ヘクソカズラ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
アカネ科 Paederia scandens (LOUR.) MERR ヘクソカズラ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
アカネ科 Hedyotis Lindleyana Hook var.hirsuta ハシカグサ 神奈川県大和市柳橋１丁目 1989.2.15 武井尚 カツヤマ
アカネ科 Galium spurium L..var. echnospermon ヤエムグラ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 武井尚
アカバナ Oenothea lasiniata コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
アカバナ O.biennis L. ﾏﾂﾖｲｸﾞｻ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
アカバナ Ludwigia prostrata Roxb. チョウジタデ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
アカバナ Ｏｅｎｏｔｈｅｒａ ｌａｃｉｎｉａｔａ コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
アカバナ Onenothera laciniata コマツヨイグサ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アカバナ Onenothera laciniata コマツヨイグサ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アカバナ oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
アカバナ Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井尚 武井尚 川合伴実
アカハナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市幸区幸町２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 庄田千恵
アカバナ科 Oenothera biennis メ　マツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカバナ科 Oenothera biennis メ　マツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区大島河原 1996.11.10 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカバナ科 Oenothera erytherosepala オオマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区桜本 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカバナ科 Oenothera stricta マツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アカバナ科 Circaea erubescens タニタデ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
アカバナ科 Oenothera rosea ユウゲショウ 神奈川県川崎市高津区下野毛 武井尚 武井尚
アカバナ科 Oenothera laciniata コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
アカバナ科 Oenothera biennis メマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区富士見1 1996/7/26 武井尚 武井尚 千葉隆広



アカバナ科 Oenothera odorata laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 土屋　利法
アカバナ科 Oeunothera odorata laciniatatill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
アカバナ科 Oenothera rosea AIT ユウゲショウ 神奈川県川崎市麻布区岡上 1999.5.29 武井尚 武井尚 北條翔子
アカバナ科 Oenothere biehnis メマツヨイグサ 神奈川県川崎市浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 前田理絵
アカバナ科 Ludwigia prostrata R. チョウジタデ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 大久保希
アカバナ科 Oenothera　erythrosepala オオマツヨイバナ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
アカバナ科 Oenothera lociniata HILL コマツヨイグサ 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
アカバナ科 Circaea erubescens Fv.et Sar タンタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
アカバナ科 Oenothera odorata Jacq コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
アカバナ科 Oenothera speciosa Nutt ヒルザキツキミソウ 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
アカバナ科 O.erythrosepala Borbas オオマツヨイグサ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
アカバナ科 O.laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市東扇島 １９９６，８／１８武井尚 武井尚 香月正樹
アカバナ科 O. laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
アカバナ科 Ludwigia Prostrata ROXB. チョウジタデ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
アカバナ科 Oenothera Laciniata O. コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈
アカバナ科 Ｏ．Ｌａｃｉｎｉａｔａ　Ｈｉｌｌ コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アカバナ科 Oenothera stricta LEDEB. マツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
アカバナ科 Oenothera laciniate Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
アカバナ科 Oenothera laciniata HILL コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
アカバナ科 Circaea erubescens Fr. タニタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea mollis sieb. ミズタマソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea erubescens Fv.et Sar タンタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea erubescens タニタデ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
アカバナ科 Ｏｅｎｏｔｈｅｒａ　ｏｄｏｒａｔａ　Ｊａｃｐ． コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
アカバナ科 Circaea erubescens Fr. タニタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea mollis sieb. ミズタマソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea erubescens Fv.et Sar タンタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea erubescens タニタデ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
アカバナ科 Oenothera laciniata コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 武井尚 武井尚
アカバナ科 0enothera laciciata コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 武井尚 武井尚
アカバナ科 Circaea erubescens Fr. タニタデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Circaea mollis sieb. ミズタマソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
アカバナ科 Jussiaea prostrata Lev. チョウジタデ 神奈川県大和市下鶴間公所 1983.9.23 武井尚 大場達之
アカバナ科 Oenothera rasea Ait. ユウゲショウ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚
アカバナ科 O. laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
アカバナ科 Oenothera erythrosepala  Borbas オオマツヨイグサ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1丁目 1998.6.30 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳



アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 Oenothera erythrosepala Borbas オオマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 品川紀子
アカバナ科 O laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚
アカバナ科 O laciniata Hill コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区四岩下町 1996.7.22 武井尚 武井尚
アカバナ科 Oenothera laciniata HILL コマツヨイグサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
アカバナ科 Oenothea laciniata HILL コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
アカバナ科 Oenothea laciniata HILL コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
アカバナ科 Oenothera odorata Jaca. コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.4.8 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
アケビ Akebia Trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
アケビ Akebia Trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
アケビ Akebia Trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
アケビ Akebia Trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
アケビ Akebia quinata アケビ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
アケビ Akebia trifoliata ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
アケビ Akebia quinata アケビ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
アケビ Akebia  trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市宮前区水沢 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
アケビ Akebia  trifoliata ミツバアケビ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
アケビ Akebia quinata Dence アケビ 神奈川県川崎区小田町３丁目 19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
アケビ Akebia trifoliata Koidz ミツバアケビ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920425 武井尚 武井尚 小林　源地
ｱｹﾋﾞ AkebiaquinataDecne ｱｹﾋﾞ 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 清遠貴文
アケビ科 Akebia quinata pentaphylla Makino ゴヨウアケビ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 檜山庫之 土屋　利法
アケビ科 Paederia scandens (LOUR,)MER アケビ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
アケビ科 Akebia puinata(Houtt.)Decne.A.sempervirens Nakai.Rajania puinata Houttuyn.アケビ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚
アケビ科 Akebia quinata (Thunb.) Decaisne アケビ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
アケビ科 Ａｋｅｂｉａ quinata Ｄｅｃｎｅ et Ｍｕｒａｔａ アケビ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 檜山康三
ｱｹﾋﾞ科 Akebia trifoliata koidz ミツバアケビ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.04.30 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ｱｹﾋﾞ科 Akebia quinata Decne アケビ 神奈川県大和市下鶴間公所 1987.10.05 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
アケビ科 Akebia quinate (Houtt.) アケビ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
アケビ科 Akebia quinata Decne アケビ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
アケビ科 Akebia trifoliata koidz ミツバアケビ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
アケビ科 Akebia quinata decaisne アケビ 長野県南佐久郡北相木村よしんだ峠 １９８５．５．２２ 武井　尚 奥山 春季
アケビ科 Akebia quinata Decne. アケビ 神奈川県川崎市麻生区細山一丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
アケビ科 Stauntonia hexaphylla Thunb. ムベ　トキワアケビ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
アケビ科 Akebia quinata(Houtt)Decne アケビ 長野県茅野市 1951.8.24 武井尚 武井尚
アサガオ科 Pharbitis purpurea マルバアサガオ 神奈川県川崎市川崎区桜本 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アサバナ科 0enothera laciciata コマツヨイグサ 神奈川県川崎市川崎区京町三丁目 武井尚 武井尚
アブラシ科 Rorippa austriaca CRAMTZ イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
アブラナ s. orientale l. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.5.31 武井尚 H-Takei
アブラナ s. orientale l. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.5.31 武井尚 H-Takei



アブラナ Cardamine flexuosa with. タネツケバナ 神奈川県川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
アブラナ Rorippa palustris スカシタゴボウ 神奈川県川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
アブラナ Capsella Bursa.Pastoris(L.)Medic ナズナ 神奈川県川崎市川崎区本町二丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚 半谷純也
アブラナ Cardamine flexuosa タネツケバナ 神奈川県川崎市川崎区域田４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 寺田大和
アブラナ Lepidium virdinicum マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 １９９６．６．２９ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
アブラナ Lepidium virdinicum マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
アブラナ Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
アブラナ Rorippa palustris ｽｶｼﾀｺﾞﾎﾞｳ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
アブラナ Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
アブラナ Ｃａｒｄａｍｉｎｅ　ｆｌｅｘｕｏｓａ タネツケバナ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
アブラナ セイヨウカラシナ 神奈川県川崎市川崎区小田7丁目 １９９６．６．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アブラナ ミチバタガラシ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アブラナ Brassica juncea セイヨウカラシナ 神奈川県川崎市川崎区小田7丁目 １９９６．６．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アブラナ Rorippa dubia ミチバタガラシ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
アブラナ Cavdamine　L タネツケバナ 神奈川県川崎市下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
アブラナ Rorippa indica (L.) Hiern イヌガラシ 長野県南佐久郡北相木町木次原（長者の森） 1998.8.25 H. Takei
アブラナ rohppa islandica スカシタゴボウ 神奈川県川崎市高津区子母口富士場 武井尚 武井尚
アブラナ Ｂｒａｓｓｉｃａ　Ｎａｐｕｓ セイヨウアブラナ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 ９６．５．６ 武井　尚 武井　尚
アブラナ Ｌｅｐｉｄｉｕｍ ｖｉｒｇｉｎｉｃｕｍ マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
アブラナ Ｌｅｐｉｄｉｕｍ ｖｉｒｇｉｎｉｃｕｍ マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
アブラナ Ｒａｐｈａｎｕｓ ｓａｔｉｒｕｓ ハマダイコン 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.4.13 武井 尚 武井 尚 武井 尚
アブラナ Lepidium virgincum マメグンパイナズナ 神奈川県川崎区港町 1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アブラナ Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アブラナ Rorippa indica PERS ミチバタガラシ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
アブラナ Lepidium virgincum マメグンパイナズナ 神奈川県川崎区港町 1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アブラナ Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
アブラナ Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎市高津区久本１丁目 19990610 武井尚 武井尚 岡部亮
アブラナ Orychophragmus violaceus ショカツサイ 神奈川県川崎市麻生区多摩美1丁目 1998.5.11　 武井尚 武井尚 金子尚晃
アブラナ Sisymbrium officinale Scop. ケカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 金子尚晃
アブラナ Capsella bursa-pastoris Capsella ナズナ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.4.13 武井尚 武井尚 金子尚晃
アブラナ Cardamine flexuosa タネツケバナ 東京都町田市本町田 1999.4.9 武井尚 武井尚 金子尚晃
アブラナ Sisymbrium orientale イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区扇町 19960503 武井尚 武井尚 小林　源地
ｱﾌﾞﾗﾅ Sisymbriumofficinale(L.)Scop ｹｶﾈｷﾈｶﾞﾗｼ 神奈川県川崎市麻生区多摩美一丁目 1998.4.28 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｱﾌﾞﾗﾅ OrychophragmusviolacemsOEScholz ｼｮｶﾂｻｲ ﾊﾅﾀﾞｲｺﾝ 神奈川県川崎市麻生区細山一丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｱﾌﾞﾗﾅ CapsellaBursa.pastoriaMedicus ﾅｽﾞﾅ 神奈川県川崎市川崎区旭町二丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 清遠貴文
アブラナ Capsella Bursa-pastoris L. ナズナ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 川合伴実
アブラナ Capsella Bursa-pastoris L. ナズナ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13 武井尚 武井尚 川合伴実
アブラナ Rorippa indica L. イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 川合伴実
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris (L.) Medic. ナズナ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
アブラナ科 Rorippa indica (L.) Hiern R. atrovirens OHWI et HARAイヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊

アブラナ科 Brassica napus セイヨウアブラナ 神奈川県川崎市川崎区田町 1996.5.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アブラナ科 Brassica juncea セイヨウカラシナ 神奈川県川崎市川崎区小田 1996.6.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アブラナ科 Rorippa brachyceras ヒメイヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区日の出 1996.7.17 武井尚 武井尚 岡部奈津子



アブラナ科 Sisymbrium officinale ハマカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 岡部奈津子
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
アブラナ科 Nasturtium officinale R.Br. オランダガラシ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
アブラナ科 Sisyubrium orientule L.. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚 坂本慎司
アブラナ科 Raphanus sativus ダイコン 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 武井尚 武井尚
アブラナ科 Capsella bursa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区大師河原 1996/4/13 武井尚 武井尚 千葉隆広
アブラナ科 Sisymbrium officinale (L..) Scop ケカキネガラシ 神奈川県川崎市麻生区多摩美1丁目 1998.04.28 武井尚 武井尚 兵働隆志
アブラナ科 Orychophragmus violaceus O.E.. SHULZ ショカツサイ 神奈川県川崎市川崎区宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 北條翔子
アブラナ科 capsella bursa-pastoris MEDIC. ナズナ 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井尚 武井尚 北條翔子
アブラナ科 Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
アブラナ科 Sisymbrium orientale イヌカキネガラシ 東京都町田市 1973,3,28 武井尚 武井尚
アブラナ科 Caradamine flexuosa タネツケバナ 東京都町田市常番町種入 1992,4,6 武井尚 武井尚
アブラナ科 Nasturtium officinale R.Br オランダガラシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
アブラナ科 Rorippa palustris(Leysser)Besser スカシタゴボウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
アブラナ科 Rorippa palustris(Leysser)Besser スカシタゴボウ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
アブラナ科 Rorippa indica(L.) Hiern イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
アブラナ科 Nasturtium officinale R.Br オランダガラシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
アブラナ科 Sisymbrium officinale L ケカキネガラシ 神奈川県川崎市幸区幸町三丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 B.napus L セイヨウアブラナ 神奈川県川崎市東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 R.sativus L ハマダイコン 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1996.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 Sisymbrium officinale L ケカキネガラシ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 Lpidium virginicum L マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 R.sativus L ハマダイコン 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
アブラナ科 Lepidium L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区小倉 １９９７，６／８ 武井尚 武井尚 香月正樹
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris (L..)MEDIC. ナズナ 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.05.28 武井尚 武井尚 酒井玲奈
アブラナ科 Rorippa Indica L..HIERON イヌガラシ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
アブラナ科 Nasturtium officinale R.Br オランダガシラ クレソン 山梨県小菅村 2005.5.29 チョウロロ チョウロロ
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
アブラナ科 Rorippa islandica (Oeper) Borbas スカシタゴボウ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.5.26 武井尚 城川四郎 松岡みずき
アブラナ科 Brassica juncea (L..) Czern セイヨウカラシナ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 松岡みずき
アブラナ科 Nasturtium officinale R.BR. オランダガラシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アブラナ科 Sisymbrium orientale L . イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 松崎玲奈
アブラナ科 Cardamine flexuosa WITH. タネツケバナ 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
アブラナ科 Capsella burse-pastoris MEDIC. ナズナ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
アブラナ科 R. islandica Bordas スカシタゴボウ 神奈川県大和市深見森下 1995.9.15 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 L. virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 Cornopus didymus Smith カラクサナズナ　（インチンナズナ）神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 Cornopus didymus Smith カラクサナズナ　（インチンナズナ）神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 Capsella bursa-postoris Medik ナズナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　（公園） 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 Lepidium fonariense L. キレハマメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
アブラナ科 Nasturitium officinale R.BR. オランダガラシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
アブラナ科 Cayratia japionica (Thumb.)Gagn. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 和田綾子



アブラナ科 Lepidium Bonaviense L. キレハマメグンパイナズナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
アブラナ科 S.officinale(L.) Scop. カキネガラシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
アブラナ科 Rorippa indica (L.) Hiern イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 大和満美
アブラナ科 Sisymbrium orientale L. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 大和満美
アブラナ科 Brassica Napus L. セイヨウアブラナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 大和満美
アブラナ科 Ｒａｐｈａｎｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ　ｖａｒ．ｈｏｒｔｅｎｓｉｓ　Ｂａｅｈｅｒ．　ダイコン 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 １９９６．６．６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
アブラナ科 Capsella bursa-pastoris (L.)MEDIC ナズナ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.5 武井　尚 武井　尚 村上　傑
アブラナ科 Lepidium virginicum L.． マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7・28 武井尚 武井尚 堤雄太
アブラナ科 Rorippa indica (Linn.) Hocher イヌガラシ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
アブラナ科 Lepidum virginicum Linn. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
アブラナ科 Brassica　juncea(L.)　CZERN セイヨウカラシナ 東京都町田市小山町 1992.4.6 武井尚 H．Takei
アブラナ科 Capsella Brusa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.5.6 武井尚 H.takei
アブラナ科 Sisymbrium Orientale イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1996.6.6 武井尚 H.takei
アブラナ科 Ｃａｐｓｅｌｌａ Ｂｕｒｓａｐａｓｔｏｒｉｓ ナズナ 沖縄県那覇市首里城 1998.2.15 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
アブラナ科 Coronopus didymus(L.)SMITH インチンナズナ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
アブラナ科 S.orientale L. Orientarische Pauke イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.4.8 武井尚 武井尚
アブラナ科 Cardamine flexuasa タネツケバナ 神奈川県川崎市 1998年8月8日 武井尚 武井尚 三輪誠
アブラナ科 Arabis glabra Beruh ヤマハタザオ 長野県諏訪郡富士県町白岩ケ岳 1967.08.27 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
アブラナ科 Rorippa islandica (OEDER) BORBAS スカシタゴボウ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 武井尚
アブラナ科 Rorippa indica (L..) Hiern ヒメイヌガラシ 長野県諏訪郡富士見町 1963.8.10 武井尚 檜山庫三
アブラナ科 Cardamine flexuosa WITH. タネツケバナ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.4.30 武井尚 武井尚
アブラナ科 Cardamine flexuosa Withering タネツケバナ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999,5,7 武井尚 武井尚
アブラナ科 Cardamine flexuosa Withering タネツケバナ 神奈川県川崎市多摩区栗谷３丁目 2000,4,25 武井尚 武井尚
アブラナ科 Arabis hirsuta (L.) Scop. Subsp. Nipponica (Franch.)ヤマハタザオ 長野県岡谷市鉢伏山 1949,8,10 武井尚 武井尚
アブラナ科 Wasabia japonica Matsum. ワサビ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
アブラナ科 Rorippa indica (L..) Hiren イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井尚 武井尚
アブラナ科 Rorippax brachy Ceras (Honda) ヒメイヌガラシ 長野県諏訪市湖畔通 1987.8.3 武井尚 武井尚
アブラナ科 Rorippa indica (L..) Hiren イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井尚 武井尚
アブラナ科 Rorippax brachy Ceras (Honda) ヒメイヌガラシ 長野県諏訪市湖畔通 1987.8.3 武井尚 武井尚
アブラナ科 Nasturtium　officinale R. Br. オランダガラシ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 １９９９,５,１４ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
アブラナ科 Cardamine flexuosa With タネツケバナ 東京都町田市常盤町 １９９２,４,６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
アブラナ科 Cardamine flexuosa With タネツケバナ 東京都町田市小山田 1992.4.29 武井尚 武井尚
アブラナ科 Brassica juncea (L..)CZERN. セイヨウカラシナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚
アブラナ科 Sisymbrium officinale Scop. ハマカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井　尚 武井　尚
アブラナ科 Arabis glauca Boiss. ヤマハタザオ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
アブラナ科 Rorippa palustris (Leysser)Besser Sisymbrium palustre  Leysserスカシタゴボウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1999.05.26 武井尚 武井尚
アブラナ科 Orychophragm us violaceus  O . E . SCHULZ ショカツサイ、オオアラセイトウ 東京都町田市常盤町 1992.04.06 武井尚 武井尚
アブラナ科 Rorippa indica (L.) Hieron イヌガラシ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
アブラナ科 Rorippa × brachyceras (Honda) Kitam. ヒメイヌガラシ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 高橋ゆい
アブラナ科 Raphanus sativus L.. ハマダイコン 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい



アブラナ科 Orychophragmus violaceus O.E.Schulz ショカッサイ．オオアラセイトウ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 高橋ゆい
アブラナ科 Cardamine flexuose WITH タネツケバナ 東京都町田市下山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
アブラナ科 Sisymbrium orienzale L . イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区小田七丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 坂本和慶
アブラナ科 Sisymbrium officinale (L .) Scop ケカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 坂本和慶
アブラナ科 S. orientale L. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris (L.) Medic. ナズナ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.4.13 武井　尚 武井　尚
アブラナ科 Rorippa islandica(Oeder)Borbas スカシタゴボウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.4.8 武井　尚 武井　尚 小林立明
アブラナ科 Rorippa indica (L.) イヌガラシ 神奈川県川崎市幸区幸町２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 庄田千恵
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区幸町３丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 庄田千恵
アブラナ科 Sisymbrium orientale L. イネカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アブラナ科 Sisymbrium orientale L. イネカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
アブラナ科 Capsella bursa-pastoris.L ナズナ 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目 1996.4.5 武井尚 武井尚 上田香織
アブラナ科 Capsella Bursa-pastoris Medicus ナズナ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 １９９６．６．２９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区日進町公園内 １９９６．１０．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 １９９６．９．４ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 R.dubia(Pers.)Hara R. ミチバタガラシ 神奈川県川崎市川崎区浜町３丁目 １９９６．７．２２ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 R.dubia(Pers.)Hara R. ミチバタガラシ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 １９９６．９．４ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 Lepidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 １９９６．６．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
アブラナ科 Cardamine flexuosa withering タネツケバナ 神奈川県川崎市高津区久地 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
アブラナ科 Cardamine flexuosa Withering. タヤネツケバナ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井　尚 武井　尚
アブラナ科 Capsella bursa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
アブラナ科 Natsurtium officiale R.BR オランダガラシ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
アブラナ科 Cardamine flexuosa With タネツケバナ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷一丁目 1999.3.30 武井尚 武井尚
アブラナ科 Sisymbrium orientale L イヌ科キネガラシ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6
アブラナ科 Rorippa indica イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区中瀬 1996.8.22
アブラナ科 Lepidium virginicum L. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市幸区古市場 1996.6.20 武井尚 武井尚 神村佑
アブラナ科 Raphanus sativus L. var. hortensis Backer f. raphanistroides Makinoハマダイコン 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町　多摩川原1997.6.2 武井尚 武井尚 神村佑
アブラナ科 Lepidium VirginicunL. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996 4 13 武井尚 武井尚 宋玉
アブラナ科 Rorippa austriaca CRANTZ スカシタゴボウ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996 7 26 武井尚 武井尚 宋玉
アブラナ科 Sisymbrium orientale l. イヌカキネガラシ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
アブラナ科 Rorippa indica (L..) HIERON イヌガラシ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
アブラナ科 Nasturtium officinale R.Br オランダガラシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎渡邊陽介
アブラナ科 Le-pidium virginicum L.. マメグンバイナズナ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
アブラナ科 Capsella Brusa-pastoris ナズナ 神奈川県川崎市幸区南加瀬一丁目夢見ヶ崎 1999.5.7 武井尚 H.takei
アブラナ科 Nasturtium officinale オランダガラシ 神奈川県川崎市麻生区岡北 1998.10.28 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
アヤメ Iris ensata キショウブ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
アヤメ Iris ensata キショウブ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
アヤメ Iris Pseudacorus キショウブ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
アヤメ Sisyrinchium atlanticum ニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 １９９６．５．６ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子



アヤメ Sisyrinchium atlanticum ニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
アヤメ Iris pseudacorus キショウブ 神奈川県川崎市幸区南加瀬二丁目 1996.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
アヤメ　 Sisyrinchiam atlantica ニワゼキショウ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
アヤメ　 Sisyrinchiam atlantica ニワゼキショウ 神奈川県川崎市中原区天神町多摩川緑地 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum ニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区京町3 1996/5/10 武井尚 武井尚 千葉隆広
アヤメ科 S. graminoides Bickn. ルリニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4鷹取公園 1996/6/29 武井尚 武井尚 千葉隆広
アヤメ科 Sistrinchium atlanticum BICKN オオニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.31 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum ニワゼキショウ 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目 1999.05.07 武井尚 武井尚 兵働隆志
アヤメ科 Iris pseudacorus キショウブ 神奈川県川崎市浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 前田理絵
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum Bickn ニワゼキショウ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
アヤメ科 Iris Pseudacorus L.. キショウブ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 １９９６．５．２６ 武井　尚 武井尚 山本教裕
アヤメ科 Sisyrinchum atlanticum Bckn. ニワゼキショウ 京都府相葉郡山城町蟹満寺 1995.5.25 武井尚 武井尚 大和満美
アヤメ科 Sisyrinchium SP. オオニハゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16. 武井尚 武井尚
アヤメ科 Sisyrinchium SP. オオニハゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井尚 武井尚
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum Bickn ニワゼキショウ 東京都町田市下山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum Bicknell ニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
アヤメ科 sisyrinchium Atlanticam Bicknell アイイロニワゼキショウルリゼキショウ神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
アヤメ科 Iris japonica Thunb. シヤガ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚 上田香織
アヤメ科 Iris japonica Thunb. シャガ 神奈川県川崎市多摩区西1丁目 2000．5.1 武井尚 武井尚 仲尾剛
アヤメ科 Sisyrinchium angustifolium Mill. ニワゼキショウ 神奈川県川崎市麻生区細山六丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
アヤメ科 Sisyrinchium atlanticum BICKN ニクゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
アワゴケ科 Callitriche palustris L.. ミズハコベ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町山手 1985.7.24 武井尚 大場達之
アワブキ meliosma tenius maxim ミヤマハハン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ meliosma tenius maxim ミヤマハハン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ meliosma tenius maxim ミヤマハハン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ meliosma tenius maxim ミヤマハハン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ meliosma tenius maxim ミヤマハハン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
アワブキ Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
アワブキ Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ meliosma myriontha アソズキ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 武井尚
アワブキ科 Meliosmatenuis Maxim ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 (Sabiaceae)Meliosma  tenuis  Maxim. ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Meliosmatenuis Maxim ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Meliosmatenuis Maxim ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Ｍｅｌｉｏｓｍａ tenius Ｍａｘｉｍ ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Meliosmatenuis Maxim ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 (Sabiaceae)Meliosma  tenuis  Maxim. ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 (Sabiaceae)Meliosma  tenuis  Maxim. ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 (Sabiaceae)Meliosma  tenuis  Maxim. ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Ｍｅｌｉｏｓｍａ tenius Ｍａｘｉｍ ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29



アワブキ科 Ｍｅｌｉｏｓｍａ tenius Ｍａｘｉｍ ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Ｍｅｌｉｏｓｍａ tenius Ｍａｘｉｍ ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Meriosma tenuis ミヤマハハソ 山梨県小菅村
アワブキ科 Meriosma tenuis ミヤマハハソ 山梨県小菅村
アワブキ科 Meriosma tenuis ミヤマハハソ 山梨県小菅村
アワブキ科 Maliasma fenius Maxim ミヤマハハソ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Maliasma fenius Maxim ミヤマハハソ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Maliasma fenius Maxim ミヤマハハソ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
アワブキ科 Meliosmatenuis Maxim ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
アワブキ科 Meriosma tenuis ミヤマハハソ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
アワブキ科 Maliasma fenius Maxim ミヤマハハソ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
アワブキ科 Meliosma myriantha sieb.et.zucc アワブキ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
アワブキ科 (Sabiaceae)Meliosma  tenuis  Maxim. ミヤマハハリ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
アワブキ科 Ｍｅｌｉｏｓｍａ tenius Ｍａｘｉｍ ミヤマハハソ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
アワブキ科 Meliosma tenuis Maxim.M.tenuitlora Maxim シヤマハハソ 長野県南佐久郡北相木林木母峠 1987.09.03 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
アワブキ科 Meliosma myrianth アワブキ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚
アワブキ科 Meliosma myrianth アワブキ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．３０ 武井　尚 武井　尚
ア科ザ科 C.glaucum.L ウラジロア科ザ 神奈川県川崎市川崎区日の出町 1996.7.17
イグサ Luzula capitata スズメノヒエ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イグサ Luzula capitata スズメノヒエ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イグサ Luzula capitata スズメノヒエ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イグサ Luzula capitata スズメノヒエ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イグサ Juncus tenuis クサイ 神奈川県川崎市中原区苅宿 １９９７．６．１４ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イグサ Juncus tenuis クサイ 神奈川県川崎市幸区小金 1997.6.8 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イグサ Juncus tenuis クサイ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1996.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イグサ Ｌｕｚｕｌａ　ｃａｐｉｔａｔａ スズメノヤリ 神奈川県川崎市麻生区黒川 ９９．４．２ 武井　尚 武井　尚
イグサ Juncus tenuis クサイ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1996.6.12 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イグサ Luzula capitata スズメノヒエ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イグサ科 Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 武井尚 武井尚
イグサ科 Juncaceae イグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
イグサ科 Luzula capitata スズメノヒエ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 大久保希
イグサ科 Juncus tenuis クサイ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井尚 武井尚 大久保希
イグサ科 Juncus tenuis WILLD, クサイ 神奈川県川崎市幸区小向西４丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イグサ科 Izula capitata スズメノヤリ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
イグサ科 Luzula capitata Miq スズメノヤリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 大坂碧
イグサ科 Luzula capitata(MIQ.)MIQ. スズメノヤリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 １９９９，４／１５武井尚 武井尚 香月正樹
イグサ科 Juncus effusus L.var.decipiens BUCHEN イトウシンソウ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９９９，５／１４武井尚 武井尚 香月正樹
イグサ科 Juncus leschenaultii GAY コウガイセキショウ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 勝山輝男 工藤圭太朗
イグサ科 Juncus leschenaultii GAY コウガイセキショウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目森林公園1999.5.22 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イグサ科 Juncus leschenaultii GAY コウガイセキショウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1999.5.29 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イグサ科 Luzulu DC. スズメノヤリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） １９９６．４．２４ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イグサ科 Juncus tenuis Willd. クサイ 神奈川県川崎市麻生区岡上 １９９６．５．２６ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イグサ科 Juncus Leschenaultii Gay コウガイゼキショウ 東京都町田市図師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 大和満美



イグサ科 Jncus tenuis Willd. クサイ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イグサ科 Luzula capitata (Miq.) Nakai スズメノヤリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1996.5.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イグサ科 Juncus prismatocarpusR.Br.var.Leschenaultii.Buchenコウガイゼキション 長野県上水内郡戸隐林黒姫山 1955.08.10 豊田叡従朗大井次郎 王　ウンショウ
イグサ科 Juncus tenuis Willd クサイ 神奈川県川崎市川崎区富士見二丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 坂本和慶
イグサ科 Juncus tenuis Willd クサイ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
イグサ科 Juncus tenuis Willd. クサイ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町公園 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 深田　優
イグサ科 Juncus tenuis WILLD クサイ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イチイ科 Taxus cuspidata イチイ 長野県南伏久郡北相木村宮下 1986.7.28 武井尚 林弥栄 大竹孝宏
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山
イチヤクソウ Monotopastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Ｍｏｎｏｔｒｏｐａｓｔｒｕｍ ｇｌｏｂｏｓｕｍ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum unifiora ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山
イチヤクソウ Monotopastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Monotopastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Monotopastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Ｍｏｎｏｔｒｏｐａｓｔｒｕｍ ｇｌｏｂｏｓｕｍ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Ｍｏｎｏｔｒｏｐａｓｔｒｕｍ ｇｌｏｂｏｓｕｍ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Moneses コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Ｍｏｎｏｔｒｏｐａｓｔｒｕｍ ｇｌｏｂｏｓｕｍ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum unifiora ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum unifiora ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 東京都　　三頭山 1997.6.28
イチヤクソウ Monotropastrum unifiora ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum globosum ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
イチヤクソウ Moneses コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Moneses コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Moneses コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 東京都　　三頭山 1997.6.28
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 東京都　　三頭山 1997.6.28
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 東京都　　三頭山 1997.6.28
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７



イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum globosum ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum globosum ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum globosum ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum globosum ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
イチヤクソウ Moneses コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
イチヤクソウ Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 東京都　　三頭山 1997.6.28 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ｲﾁﾔｸｿｳ Monotropastrum humile ｷﾞﾝｷﾞｮｳｿｳ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
イチヤクソウ ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
イチヤクソウ Monotopastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イチヤクソウ Ｍｏｎｏｔｒｏｐａｓｔｒｕｍ ｇｌｏｂｏｓｕｍ ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
イチヤクソウ Monotropastrum unifiora ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
イチャクソウ科 Pyrolaceae Monotropastrum globosum H.Andresギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチャクソウ科 Pyrolaceae Monotropastrum globosum H.Andresギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチャクソウ科 Pyrolaceae Monotropastrum globosum H.Andresギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチャクソウ科 Pyrolaceae Monotropastrum globosum H.Andresギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチャクソウ科 Pyrolaceae Monotropastrum globosum H.Andresギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
イチヤクソウ科 Monotropastrum  globosum  H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropasutrum globosum H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イチヤクソウ科 Monotropastrum  globosum  H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropastrum  globosum  H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropastrum  globosum  H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropasutrum globosum H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イチヤクソウ科 Monotropasutrum globosum H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イチヤクソウ科 Monotropasutrum globosum H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イチヤクソウ科 Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
イチヤクソウ科 Montropastrum　globosum　H．AMDR ギンギョウソウ 山梨県小菅村 2003.6．40
イチヤクソウ科 Montropastrum　globosum　H．AMDR ギンギョウソウ 山梨県小菅村 2003.6．40
イチヤクソウ科 Montropastrum　globosum　H．AMDR ギンギョウソウ 山梨県小菅村 2003.6．40
イチヤクソウ科 Monotropasutrum globosum H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
イチヤクソウ科 Monotropastrum globosum ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦



イチヤクソウ科 Montropastrum　globosum　H．AMDR ギンギョウソウ 山梨県小菅村 2003.6．40 村上秀行 村上秀行 村上秀行
イチヤクソウ科 Monotropastrum  globosum  H.ANDR ギンリョウソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
イチヤクソウ科 Monotropa uniflora L. ギンリョウソウモドキアキノギンリョウソウ長野県茅野市翠科山 1953.8.8 武井尚 檜山庫三 上田香織
イチヤクリソウ科 Monotropstrum globosum H.ANDR キンリョクソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチヤクリソウ科 Monotropstrum globosum H.ANDR キンリョクソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチヤクリソウ科 Monotropstrum globosum H.ANDR キンリョクソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチヤクリソウ科 Monotropstrum globosum H.ANDR キンリョクソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
イチヤクリソウ科 Monotropstrum globosum H.ANDR キンリョクソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
イチョウ Ginkgo biloba イチョウ 神奈川県川崎市麻生区早野 19990617 武井尚 武井尚 岡部亮
イネ チガヤ 山梨県小菅村三頭山
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Shibataea kumasaca オカメザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Eleusine indica オヒシバ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Lolium perenne ホソムギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ チガヤ 山梨県小菅村三頭山
イネ チガヤ 山梨県小菅村三頭山
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｓｅｃａｌｉｎｕｓ カラスノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ チガヤ 山梨県小菅村三頭山
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズメノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Shibataea kumasaca オカメザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Shibataea kumasaca オカメザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindica チガヤ 山梨県小菅村 2002.7.7
イネ Shibataea kumasaca オカメザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Eleusine indica オヒシバ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Eleusine indica オヒシバ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Eleusine indica オヒシバ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Lolium perenne ホソムギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Lolium perenne ホソムギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Calamagrostis ノガリヤス 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Lolium perenne ホソムギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山



イネ Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｓｅｃａｌｉｎｕｓ カラスノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｓｅｃａｌｉｎｕｓ カラスノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
いね Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アスマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｓｅｃａｌｉｎｕｓ カラスノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズメノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズメノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズメノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindica チガヤ 山梨県小菅村 2002.7.7
イネ Imperata cylindica チガヤ 山梨県小菅村 2002.7.7
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindica チガヤ 山梨県小菅村 2002.7.7
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　ｃｈｉｎｏ アズマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
イネ Calamagrostis ノガリヤス 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Calamagrostis ノガリヤス 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Calamagrostis ノガリヤス 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
イネ Sasa nipponica ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
いね Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アスマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
いね Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アスマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
いね Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アスマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７



イネ Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　ｃｈｉｎｏ アズマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　ｃｈｉｎｏ アズマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　ｃｈｉｎｏ アズマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
イネ Sasa nipponica ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イネ Sasa nipponica ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イネ Sasa nipponica ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
イネ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
イネ Lolium multiflorum ネズミムギ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
イネ Festuca parvi gluma トボシガラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
イネ Sorghum halepense Persoon セイバンモロコシ 神奈川県川崎市南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 三宮喬
イネ Eragrostis ferruginea (Thumb.)Beauv. カゼクサ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場４丁目 2000.9.28 武井尚 H.Takei 三宮喬
イネ Andropogon virginicus L.. メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場４丁目 2000.9.28 武井尚 H.Takei 三宮喬
イネ Sporobous indicus R.Br.var.purpureo-suffusus(Ohwi)T.Koyamaネズミノオ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 H.Takei 三宮喬
イネ solium perenne l. ホソムギ 長野県岡谷市鉢伏山 1998.5.31 武井尚 H-Takei
イネ echinochloa crus-galli var.caudata forma praticola t.koyamaヒメイヌビエ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 H-Takei
イネ Eragrostis multicaulis Steud ニワホコリ 神奈川県川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Echinochlou Crus-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Festuca Myuros L. ナギナタガヤ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Sorghum halepense Persoon セイバンモロコシ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Setaria viridis L. エノコログサ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Bromus rigidus Roth ヒゲナガスズメノチャヒキ 神奈川県川崎区小田7丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
イネ Echinochloa Cruss-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.8.11 武井尚 武井尚 日向野敏
イネ Polypogon Fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.15 武井尚 武井尚 日向野敏
イネ Echinochloa Cruss-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.8.11 武井尚 武井尚 日向野敏
イネ Polypogon Fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.15 武井尚 武井尚 日向野敏
イネ Pleioblastus chino Makino アズマネザサ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
イネ Arundinella hirta Tanaka トダシバ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
イネ Paspalum dilatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Sorghum halepense PERS.f.muticum HUBB ヒメモロコシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Setaria viridis(L.)Beanv.var.minor(Thonb.)Ohwiエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 半谷純也



イネ Eragrostis multicaulis ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Echinochloa Crus-galli.var.caudata forma pratcola T.Koyama Ech.nochloa Crus-galli var.kasaharae uhw.ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Eleusine indica(L.)GAERTN オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Phragmites australis ヨシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
イネ Pleioblastus chino Makino アズマネザサ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ Arundinella hirta Tanaka トダシバ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ rubus minusculus 小菅村
イネ micrro stegium 小菅村
イネ Festuca parvi gluma トボシガラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ Pleioblastus chino Makino アズマネザサ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ Arundinella hirta Tanaka トダシバ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ rubus minusculus 小菅村
イネ micrro stegium 小菅村
イネ Festuca parvi gluma トボシガラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ Imperata cylindrica チガヤ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目 1996.4.5 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ forma misera ムラサキエノコロ 長野県南佐久郡北相木村下新井 1996.9.20 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
イネ Lolium perenne ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 １９９６．７．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Erogrostis poaeoides コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区港町 １９９６．８．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区港町 １９９６．８．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Eragostis poaeoides コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Echinochloa crus-galli イヌビエ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Setaria virdis forma japonica カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Coix Lacryma-Jabi ジュズダマ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
イネ Calamagrostis ノガリヤス 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
イネ Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Cynodan Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 1996.5.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
イネ Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Cynodan Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 1996.5.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾



イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
イネ Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Subsp polystachya アシボソ 神奈川県川崎市高津区下作延 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Sporob olus ネズミノオ 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目多摩川原 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Eragrostis ferruginea カゼクサ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Panicum dichotomiflorum ｵｵｸｻｷﾋﾞ 神奈川県川崎市高津区下作延 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Paspalum dilatatum ｼﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ 神奈川県川崎市高津区久地町 武井尚 H.Takei 横田秀一
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
いね Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アスマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
いね Ｓｅｔａｒｉａ　Ｆａｂｅｒｉ アキノエノコログサ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
いね Ｓｅｔａｒｉａ　Ｆａｂｅｒｉ アキノエノコログサ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
いね ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 １９９９．５．７ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目(公園内) １９９６．５．６ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Poa sphondy lodes イチゴツナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川土手 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Calamagrostis Epigeios ヤマアワ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９５．９．２７ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Setaria glauca コツブキンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Setaria glauca キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Dactylis glomerata カモガヤ 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Avena fatua カラスムギ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Lolium multiflorum ネズミムギ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Avena fatua カラスムギ 神奈川県川崎市幸区小倉 １９９７．６．８ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ Lolium multiflorum ネズミムギ 神奈川県川崎市中原区井田 1997.06.21 武井　尚 H.Takei
イネ Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
イネ Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
イネ Poa annua ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
イネ Calamagrostis Adanson ノガリヤス　 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Eragrostis ferruginea カゼクサ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市中東区市ノ坪 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Lolium multiflorum ネズミホソムギ 神奈川県川崎市中東区新丸子東町 １９９７．６．２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Digitalia radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ岳霊園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
イネ Imperata cylindrica フシゲ チガヤ  神奈川県川崎市麻生区岡上 99.5.29 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
イネ Miscanthus sacchariflorus オギ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
イネ var.coudata ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
イネ Gramineae ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 96.7.17 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
イネ Coix lachryma-jobi ジュズダマ 神奈川県川崎市川崎区出来野 96.11.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
イネ Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 96.10.13 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
イネ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
イネ Imperata cylindrica チガヤ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
イネ Digitaria ciliaris ﾒﾋｼﾊﾞ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
イネ Setaria viridis ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作



イネ Paspalum distichum ｼﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作
イネ Digitaria ciliaris ﾒﾋｼﾊﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作
イネ Phragmites japonica ﾂﾙﾖｼ 長野県南佐久郡北相木村下新井 1996,9,20 武井尚 武井尚 佐藤栄作
イネ Poa annua ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996,4,19 武井尚 武井尚 佐藤栄作
イネ Sasa nipponica ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
イネ アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ セイバンモロコシ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 １９９６．６．２９ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ セイバンモロコシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ キンエノコロ 長野県南佐久郡北相木村下新井 １９９６．９．２０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
イネ Digitaria violascens アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Sorghum halepense セイバンモロコシ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 １９９６．６．２９ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Sorghum halepense セイバンモロコシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Setaria glauca キンエノコロ 長野県南佐久郡北相木村下新井 １９９６．９．２０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Broms catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
イネ Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
イネ Oplismenus　undnlatifolius ケチヂミザサ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
イネ Panicum　bisulcatum ヌカキビ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
イネ Digitaria　radicosa コヒメｼﾊﾞ 神奈川県川崎市高津区久地 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚
イネ Forma　gracillimus　 ススキ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
イネ Setaria　viridis エノコログサ 神奈川県川崎市高津区久地町 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚
イネ Setaria　viridis エノコログサ 神奈川県川崎市高津区諏訪1丁目 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
イネ Digitaria　ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市高津区久地町 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚
イネ Pleioblastus　kodzumae キボウシノ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
イネ Deschampsia　caespitosa ヒロハノコメススキ 東京都小金井市小金井公園ゆりのき広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
イネ Digitaria　radicosa メヒシバ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
イネ Bothriochloa　parrifloa ヒメアブラススキ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
イネ Arumdinella　hirta トダシバ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
イネ Coix lacryma-jobi ジュズダマ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Microstegium japonicum ササガヤ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Coix lacryma-jobi ジュズダマ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Pennisetum alopeculoides チカラシバ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Echinochloa crus-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市高津区久地 1995.9.1 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Echinochloa crus-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市高津区北見方２丁目多摩川土手1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Setaria glauca キンエノコロ 神奈川県川崎市高津区北見方３丁目多摩川原 1998.9.5 武井　尚 T.Katsuyama宮内友紀
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目 1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Pennisetum alopeculoides チカラシバ 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目多摩川原 1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀



イネ Festuca elatior ヒロハノウシノケグサ 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川原 1998.9.5 武井　尚 T.Katsuyama宮内友紀
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Poa annua スズメノカタビラ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬二丁目 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Festuca myuros ナギナタガヤ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.28 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.14 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Poa angustfolia ホソバナガハグサ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ イナゴツナギ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Festuca elatior ヒロハウシノケグサ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Eragrostis multicaulis ニワホコリ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Lolium hybridum ネズミホソムギ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6.14 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Agropyron tsukushiense カモジグサ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Poa annua ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6.14 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Phalaris arundinacea クサヨシ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Sorghum halepense ヒメモロコシ 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目多摩川東 1997.6.28 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Poa annua ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Agropyron tsukushiense カモジグサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬二丁目 1996.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市幸区南加瀬五丁目 1997.6.8 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Sorghum halepensいｓ セイバンモロコシ 神奈川県川崎市幸区南加瀬五丁目 1997.6.8 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Setaria virides エノコログサ 神奈川県川崎市幸区古市場二丁目 1996.6.20 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Agropyron tsukushiense カモジグサ 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.5.28 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1997.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Polypogon fugax ヒエガエリ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1996.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イネ Digitaria timorensis コヒシバ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
イネ Setaria virides エノコログサ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
イネ Ｖａｒ　ｃａｕｄａｔａ　ｆｏｒｍａ　ｐｒａｌｉｃｏｌａ ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｖａｒ　ｃａｕｄａｔａ　ｆｏｒｍａ　ｐｒａｌｉｃｏｌａ ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｖａｒ　ｃａｕｄａｔａ　ｆｏｒｍａ　ｐｒａｌｉｃｏｌａ ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｐｈｌｅｕｍ　Ｐａｎｉｃｕｌａｔｕｍ オオアワガエリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｃｙｎｏｄｏｎ　Ｄａｃｔｙｌｏｎ ギョウギシバ 神奈川県川崎市中原区宮内４丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｅｌｅｕｓｉｎｅ　ｉｎｄｉｃａ オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｓｅｔａｒｉａ　ｖｉｒｉｄｉｓ エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.10.5 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｔｓｕｋｕｓｈｉｅｎｓｅ カモジグサ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.6.14 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Ｐｏｌｙｐｏｇｏｎ　ｆｕｇａｘ ヒエガエリ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.6.2 武井尚 武井尚 阿部圭祐
イネ Digitaria radicosa コメヒシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
イネ Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　ｃｈｉｎｏ アズマネザサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
いね Festuca rubura L. オオウモノケグサ 長野県南佐久郡北相木村三林　　 May 30.1988 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Asperella Humbolt アズマガヤ 長野県南佐久郡北相木村御座山 Aug 11.1988 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Asperella Humbolt アズマガヤ 長野県南佐久郡北相木村御座山 Jul  15.1989 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Setaria viridis (L..) エノコログサ 長野県南佐久郡北相木村水上 Aug 26.1988 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Dactylis glomerata Linn カモガヤ 長野県南佐久郡北相木村木次原 Jul   6.1991 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Poa pratensis Linn ナガハグサ 長野県南佐久郡北相木村木次原 May30.1988 武井尚 武井尚 西　　　徹
いね Milium effusum L. イブキヌカボ 長野県南佐久郡北相木村御座山 Aug 11.1988 武井尚 武井尚 西　　　徹



イネ Setaria faberi Herrm. アキノエノコログサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
イネ Coix lachryma-jobi L. ジュズダマ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
イネ Ｔｈｅｍｅｄａ　ｔｒｉａｎｄｒａ　Ｆｏｒｓｓｋ． メガルカヤ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園入口 1985.9.26 大場達之
イネ agropyron ciliare アオカモジグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
イネ agropyron ciliare アオカモジグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
イネ agropyron ciliare アオカモジグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
イネ pea pipponica koidz ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 武井尚 武井尚
イネ poa acroleuca steudel ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 武井尚 武井尚
イネ agrostis exarate trinius ヌカポ 神奈川県川崎市 武井尚 武井尚
イネ agrostis exarate trinius ヌカポ 神奈川県川崎市 武井尚 武井尚
イネ poa nipponica koidz オオイチゴツナギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
イネ trisetum bifidunm カニツリグサ 神奈川県川崎市多摩区東生田二丁目 武井尚 武井尚
イネ rubus minusculus 小菅村 片田元葵 片田元葵
イネ micrro stegium 小菅村 片田元葵 片田元葵
イネ Pleioblastus chino Makino アズマネザサ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ Arundinella hirta Tanaka トダシバ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ Eleusine  inadica オヒシバ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Echinochloa イヌブエ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Setaria  glauca コツブキンエノコロ 神奈川県川崎市宮前区平 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Digitaria  radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市宮前区菅生 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Digitaria  radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Digitaria  radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Digitaria  radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市宮前区土橋 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
イネ Bromus  inermis コスズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区東地区 1998,5,31 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｲﾈ Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. ﾒﾋｼﾊﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｲﾈ Sporobolus fertilis ﾈｽﾞﾐﾉｷ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｲﾈ Miscanthus sinensis ｽｽｷ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｲﾈ Echinochloa glabrescens Munro ex Hooker fil ｲﾇﾋﾞﾕ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｲﾈ Pennisetum alopecurides ﾐﾁｼﾊﾞ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1996.9.20 武井尚 武井尚
ｲﾈ Stipa pekinensis Hance ﾊﾈｶﾞﾔ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1996.9.20 武井尚 武井尚
ｲﾈ Imperata cylindrica var. koenigii ﾁｶﾞﾔ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ｲﾈ Sasa nipponica (Sie.) ﾐﾔｺｻﾞｻ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ｲﾈ Bromus catharticus ｲﾇﾑｷﾞ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
イネ ヒメスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区下並木 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
イネ Ｐｅｎｎｉｓｅｔｕｍ　ａｌｏｐｅｃｕｒｏｉｄｅｓ チカラシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
イネ Ｐａｓｐａｌｕｍ　ｄｉｌａｔａｔｕｍ シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
イネ チガヤ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
イネ Panicum bisulcatum ヌカキビ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Arundinella hirta トダシバ 神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目 1998.9.20 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Paspalum Thunbergii スズメノヒエ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目 1998.9.20 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Arthraxon hispidus コブナグサ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.8 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆



イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ ヒエガサ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Echinochloa Crusgalli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ アズマネザサ 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目 1997.6.28 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ アズマネザサ 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.28 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.4 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Lolium multiflorum ネズミムギ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Lragrostis multiflorum コスズメガヤ 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目 1997.6.28 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Digitaria violascens アキメヒシバ 神奈川県川崎市中原区下作延緑ヶ丘霊園 1995.9.1 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
イネ Setaria viridis エノコログサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イネ Shibataea kumasaca オカメザサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イネ Eleusine indica オヒシバ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イネ Beckmannia syzigachne カズノコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イネ Lolium perenne ホソムギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イネ Ｌｏｌｉｕｍ ｐｅｒｅｎｎｅ ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａ ｃｒｕｓ－ｇａｌｌｉ ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｅｌｅｕｓｉｎｅ ｉｎｄｉｃａ オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｉｍｐｅｒａｔａ ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａ チガヤ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｃａｔｈａｒｔｉｃｕｓ イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａ ｃｒｕｓ－ｇａｌｌｉ ヒメイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｄｉｇｉｔａｒｉａ ｃｉｒｉａｒｉｓ メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ ｆ．Ｍｕｔｉｃｕｍ ヒメモロコシ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｓｅｔａｒｉａ ｆａｂｅｒｉ アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｓｅｔａｒｉａ ｇｌａｕｃａ キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
イネ Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｓｅｃａｌｉｎｕｓ カラスノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
イネ Ｂｒｏｍｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズメノチャヒキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
イネ Plagmites communis ヨシ・アシ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Avena satiba L. オートムギ・マカラスムギ 神奈川県川崎区小田7丁目 1996.6.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Miscanthus saccharif lous オギ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ コスズメガヤ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ  アキヒメシバ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Pennisetum alopecur ides チカラシバ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ アキヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川緑地1995.10.15 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Imperata cylindica チガヤ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
イネ Pleiblastus chino アズマネザサ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
イネ Setaria viridis エノコログサ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
イネ Plagmites communis ヨシ・アシ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉



イネ Avena satiba L. オートムギ・マカラスムギ 神奈川県川崎区小田7丁目 1996.6.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Miscanthus saccharif lous オギ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ コスズメガヤ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ  アキヒメシバ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Pennisetum alopecur ides チカラシバ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ アキヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川緑地1995.10.15 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
イネ Pleioblastus simonii メダケ 神奈川県川崎市高津区子母口 19990610 武井尚 武井尚 岡部亮
イネ Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井尚 武井尚 金子尚晃
イネ Microstegium vimineum (Trin.) A. アシボソ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 金子尚晃
イネ Pleioblastus chino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区本町一丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 金子尚晃
イネ Digitaria violascens アキヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 金子尚晃
イネ Digitaria timorensis コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区扇町 19960728 武井尚 武井尚 小林　源地
イネ Paspalum Tunbergli Kunth シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
イネ Pleiobstus Chino Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990415 武井尚 武井尚 小林　源地
ｲﾈ PolypogonHigegameriSteud ﾋｴｶﾞｴﾘ 神奈川県川崎市麻生区高石三丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ SetariaviridisBeauv ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 神奈川県川崎市日の出二丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ SetariaviridisBeauv ｴﾉｺﾛｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ EragrostispoaloidesBeauv.(E)littlelovegrass ｺｽｽﾞﾒｶﾞﾔ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ BromusthariticusVafl.(E)rescuegrass ｲﾇﾑｷﾞ 神奈川県川崎市麻生区細山六丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ SporoboluspiliferusKuxth ﾋｴｶﾞｴﾘ 神奈川県川崎市麻生区細山二丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ MacleyacordataR.Br ﾀｹﾆｸﾞｻ 神奈川県川崎市麻生区細山五丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ LeesiaSayanukaOhwi ｻﾔﾇｶｸﾞｻ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｲﾈ PoapratensisL. ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ 神奈川県川崎市麻生区高石三丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 清遠貴文
イネ Agrostis exarata Trinius ナンカイヌカボ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 勝山輝男 川合伴実
イネ Digitaria radicosa (Presl) Miq. コメヒシバ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Setaria viridis (L.) Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Setaria viridis (L.) Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Poa pratensis L. ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Poa pratensis L. ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Echinochloa Crus-galli L. ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井尚 武井尚 川合伴実
イネ Phalaris arundinacea クサヨシ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
イネ Bromus tectorum L.. ウマノチャヒキ 神奈川県川崎市扇町三井埠頭 1996.5.3 武井　尚 武井　尚
イネ Agrostis alba コヌカグサ 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目 1999.6.17 武井　尚 勝山　輝男
イネ科 Digitaria Cliaria ヒメシバ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Setaria beuu エノコログサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Digitaria Cliaria ヒメシバ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Digitaria Cliaria ヒメシバ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Digitaria Cliaria ヒメシバ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留群小菅村三頭山



イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Setaria beuu エノコログサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Setaria beuu エノコログサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Setaria beuu エノコログサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ（ヤクナガイヌムギ） 山梨県北都留郡小菅村 1999.04.30
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ（ヤクナガイヌムギ） 山梨県北都留郡小菅村 1999.04.30
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ（ヤクナガイヌムギ） 山梨県北都留郡小菅村 1999.04.30
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1995．8.6 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv. Var. minor (Thunb.) Ohwi.エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv. Var. minor (Thunb.) Ohwi.エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1995．8.17 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Sporobolus indicus R. Br. Var. purpureo-suffusus (ohwi) T. Koyama S. elongatus R. Br. Var purpureo-suffusus Ohwi.ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．11.6 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Eragrostis multicaulis Steud. ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. Ex Roem. Et Schult. Eragrostis minor Hist.コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．7.26 武井尚 武井尚 西村俊
イネ科 Bromus japonicus スズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区小田栄 1996.6.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
イネ科 Bromus rigidus ヒゲナガスズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井尚 武井尚 岡部奈津子
イネ科 Alopecurus aegualis ノハラスズメノテッポウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 岡部奈津子
イネ科 Hordeum murinum ムギクサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
イネ科 Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Calamagrostis arundinaceae ノガリヤス 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Sacciolepis Nash ヌメリグサ 神奈川県川崎市多摩区枡形６丁目 1995.9.13 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Broms catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
イネ科 Miscanthus sacchari florus(Maxim)Bentham オギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Digitaria ciliaris(Retz)koeler Panicumciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Setaria viridis(L.)Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Eleusine indica(L.)Gaerther オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Paspalum distichum L.. シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 f.muticum HUBB. ヒメモロコシ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Bromus catharticus vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Diarrhena Fauriei(Hackel)ohwi ヒロハヌマガヤ 長野県南佐久郡北相木村木次原御釜山麓 1988.8.25 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Spodiopogon sibiricus Trinius オオアブラススキ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1988.8.25 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Eragrostis ferruginea(Thumb)Beauv. 長野県南佐久郡北相木村栃原 1988.8.24 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Setaria xpycnocoma Henr. オオエノコログサ 長野県南佐久郡北相木村栃原 1988.8.24 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 forma miser Honda ムラサキエノコログサ 長野県南佐久郡北相木村通り岩 1988.8.24 武井尚 武井尚 坂本慎司
イネ科 Lolium multiflorum ネズミムギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚
イネ科 Cymbopogon tortilis オガルガヤ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚
イネ科 Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 96.9.28 武井尚 武井尚
イネ科 Lolium perenne ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 96.6.6 武井尚 武井尚
イネ科 Agrophron tsukusiense カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 96.6.6 武井尚 武井尚
イネ科 Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 96.9.28 武井尚 武井尚



イネ科 Eragrostis multicaulis ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区小田1 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Polypogon fugax Steud ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区小田7 1996/6/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Setaria virides  (L.) Brauv. var minor (Thunb) Ohiwi forma japonica Hondaカタバミエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Digitaria ciliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Sporobolus fertilis ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4鷹取公園 1996/11/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Phragmites australis ヨシ 神奈川県川崎市川崎区殿町1多摩川東 1996/10/16 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Echinochloa crus-galli var. formosensis ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3 1996/8/22 武井尚 武井尚 千葉隆広
イネ科 Brachypodium sylvaticum ヤマカモシグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
イネ科 Poa annua L. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚 土屋　利法
イネ科 Bromus japonicus Thunb スズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.31 武井尚 武井尚 土屋　利法
イネ科 Eragrostis curvula NEES シナダレスズメガヤ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場４丁目 2000.9.28 武井尚 武井尚 土屋　利法
イネ科 Pospalum dilatatum Poivet シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.10.19 武井尚 武井尚 土屋　利法
イネ科 Themeda triandra Forssk. メガルカヤ 神奈川県厚木市岡津故町旧津故峠 1984.9.24 武井尚 大場達之 土屋　利法
イネ科 Daitylis glomerata L カモガヤ 神奈川県川崎市高津区末 1999.6.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Bromus catharticus VAHL イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Briza maxima L. コパンソウ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Lolium perenne L. ホソムギ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Arundinella hirta(Thunb)C. Tanaka A. anomala Stend.トダシバ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.9.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Setaria viridis(L)Beaur.var.pachysta.chys(Fr.etSar)Makino et Nemotoハマエノコロ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Setaria viridis(L)Beaur.var.pachysta.chys(Fr.etSar)Makino et Nemotoハマエノコロ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Forma japonica Honda カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Eragrostis malticaulis Steud ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区大島１丁目 1996.7.26 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Digitaria radicosa(Presl)Mig コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区大島１丁目 1996.7.26 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Digitaria radicosa(Presl)Mig コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Caudata forma praticola T.Koyama ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Caudata forma praticola T.Koyama ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Eleusine indica(L,)GAERTN オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Setaria Faberi Herrmann Setaria autamnalis アキノエノコログサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ岩 1998.9.1 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Sorghum halepense Persoon セイバンモロコシ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘霊園 1998.9.1 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
イネ科 Eragrositis poaeoides Beaux.ex Roem.et Schult Eragrostisminor Histコスズメガヤ 神奈川県川崎市麻布区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Eleu sine indica オシヒバ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Echinochloa crus-galli (L .) var candata forma praticola T.Koyamaヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Poa pratensis (L .) ナガハグサ 神奈川県川崎市麻布区高石三丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Microstegium vimineum subsp polystachya (Fr.et.sav) T.Koyamaアシボソ 神奈川県川崎市麻布区岡の上 1998.10.28 武井尚 武井尚 中谷冴一
イネ科 Echinochloa Crus-galli イヌビエ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.09.29 武井尚 T.Katsuyama兵働隆志
イネ科 Cymbopogon tortills オガルカヤ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 兵働隆志
イネ科 Brachypodium sylvaticum カモジグサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
イネ科 Arundinella hirta トダシバ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
イネ科 Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
イネ科 Eleusine indica (L..) Gaertn オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志



イネ科 Bromus catharticus イヌムギ（ヤクナガイヌムギ） 山梨県北都留郡小菅村 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
イネ科 Digitaria radicosa Miq. コメヒシバ 神奈川県川崎市麻布区岡上 1999.10.28 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Poa annua L.. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Eragrostis multicalis steud ニワホコリ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Eleusine indica Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Echinochloa crus-galli ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Satariax bycnocoma Henr.ex Nakai オオエノコロ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 setaria viridis Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 Bromus catharicus vahl イヌムギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 武井尚 北條翔子
イネ科 setaria viridis Beauv. 東京都目黒区大橋 2003.7.8 北條翔子 北條翔子 北條翔子
イネ科 Oplismenus undulatifolius （ケ）チヂミグサ 神奈川県川崎市四谷下町 1996.7.22 武井尚 武井尚 前田理絵
イネ科 Echinochloa crus-galli vor.formasensis ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.9.13 武井尚 武井尚 前田理絵
イネ科 Amaronthus spinosus L ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 前田理絵
イネ科 Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 前田理絵
イネ科 Dactylis glomerata カモガヤ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 前田理絵
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区江川２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Setaria viridis L.. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Setaria viridis L.. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区田町 1996.7.17 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Setaria viridis L.. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Alopecurus aequalis スズメノテッポウ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Imperata cylindrica チガヤ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Poa sphohdylodes Trin. イチゴツナギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 大久保希
イネ科 Phleum pratense L.. オオアワガエリ 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目 1999.6.17 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区昭和２丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川緑地1995.10.15 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Setaria viridis forma Japanica カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区小田巣１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 大久保希
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
イネ科 Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
イネ科 Spodiopogon sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
イネ科 Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目高取公園 1996.6.29 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Setaria viridis forma purpurascens ムラサキエノコロ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Digitaria timorensis コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.9.4 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Poa sphondylodes Trin. イチゴツナギ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.5.14 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Alopecurus aequalis スズメノテッポウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1999.5.29 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Festuca arundinacea Schreb. オニウシノケグサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Oplismenus forma undulatifolius ケチヂミザサ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1丁目 1999.9.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏



イネ科 Eragrostis poaeoides コスズメガヤ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1丁目 1999.9.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
イネ科 Sasa nipponia ミヤコザサ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
イネ科 Festuca ovine L. ウシノケグサ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
イネ科 Bromus catharticus vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22
イネ科 Bromus catharticus vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区浅田３丁目 1996.5.10
イネ科 Setariax pycnocoma Henrard オオエノコロ 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 1996.6.29
イネ科 Setaria virdis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区減野町 1996.10.5
イネ科 Setaria virdis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22
イネ科 Setaria virdis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区日の出町 1996.7.17
イネ科 Eleusine gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4
イネ科 forma japonica Honda 科タバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6
イネ科 Agropyron tsukus hiense 科モジグサ 神奈川県川崎市川崎区小田５丁目 1996.6.6
イネ科 Cynodon pactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6.29
イネ科 Digitaria radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.9.11
イネ科 Poa acroleuca steud ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15
イネ科 Plalaris arundinacea L クサヨシ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目 1999.5.22
イネ科 Imperata cylindrica フシゲチガヤ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.6.10
イネ科 Festuca elatior L オニウシノケグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1999.5.29
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
イネ科 Spodiopigpn sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
イネ科 Hordeum murinum L.. ムギクサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町　路傍 1996.4.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Setariabiridis(L,)BEAW.var,minor(THUNB) エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Bidensbifernata (LOUR)MERR.etSHEDFF コセンダグサ 神奈川県川崎市川崎区市営埠頭 1996.8.11 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Pleioblastus chino(Frach.et Savat.) Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町公園 1996.4.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Bromus catharticus VAHL, イヌムギ 神奈川県川崎市幸区都町さいわい緑道 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Polypogon fugax Steud, ヒエガエリ 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
イネ科 Sasaella ramosa Makino. アズマグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,20 水木智草 水木智草
イネ科 Glyceria alnasteretumkom. ミヤマドジョウツナギ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,23 水木智草 水木智草
イネ科 Digitara ciliaris(Retz)Koeler ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Setaria×pyconocoma Henr オオエノコロ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Paspalum diatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメノガヤ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Chnodon Dactylon（L.) ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区富士見町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Bromus cotharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区富士見町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Eleusine indica (L.) オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 Digitariavoilascens Link アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
イネ科 P.bisulcatum Thunb ヌカキビ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 大坂碧
イネ科 Glyceria ischyroneura Steudel ドジョウツナギ 神奈川県川崎市宮前区神木本町二丁目森林公園1999.5.22 武井尚 武井尚 大坂碧
イネ科 ｆ.muticum Hubb ヒメモロコシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 大坂碧
イネ科 forma unduratifolius ケチヂミザサ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９９９，９／１９武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Eragrostis curvura (Schrad.) Nees シナダレスズメガヤ 神奈川県川崎市麻生区栗平一丁目 １９９９，４／２２武井尚 勝山輝男 香月正樹



イネ科 Echino chloa Crus-galli(L.) ケイヌビエ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９９９，９／１９武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Oplismenus undulatifolius (Arduino) Roemer et Schultesコチヂミザサ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９，１０／２３武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 var.caudata forma praticola ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Coix Lacryma-Jobi.L. ジュズダマ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 setaria viridius (L.)BEAUV エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Sorghum halepense Persoon セイバンモロコシ 神奈川県川崎市藤崎三丁目 １９９６，９／４ 武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Bromas catharticus Vahl(英)Rescue grass イヌムギ 神奈川県川崎市藤崎三丁目 １９９６，９／４ 武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Cynodon Dactylon(L.)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市東扇島 １９９６，４／８ 武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Cynodon Dactylon(L.)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市東扇島 １９９６，６／１６武井尚 武井尚 香月正樹
イネ科 Agrostis alba コヌカグサ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 勝山輝男 工藤圭太朗
イネ科 Eleusine indica (L.) GAERTN オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Setaria viridis (L.) BEAUV. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Miscanthus sinensis ススキ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Phragmites australis ヨシ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Digitaria ciliaris (RETZ.) KOELER メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Festuca elatior L. var. arundinacea オニウシノケグサ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Holcus lanatus L. シラゲガヤ 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目 1999.6.17 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
イネ科 Digitaria Radicosa (Presl)Mig. コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区出来野 1996.11.10 武井尚 武井尚 酒井玲奈
イネ科 Miscanthus Sacchariflorus (MAXIM.)Bentam オギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 酒井玲奈
イネ科 Bromus Japonicus Thunb. スズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.06.26 武井尚 武井尚 酒井玲奈
イネ科 Bromus Cathaticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.07.28 武井尚 武井尚 酒井玲奈
イネ科 Panicum dichotomiflorum Michx オオクサギビ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚
イネ科 Digitaria radicosa(Presl) Mip.Panicum radicosum Presl,Panicum timorense Kunth,Digitaria timorensis(Kunth)コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚
イネ科 Echinochloa Crus-galli(L.) ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 199.7.26 武井尚 武井尚
イネ科 Lolium perenne L. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚
イネ科 Poa acroleuca Steud. ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
イネ科 Bromus catharticus Vahl(英）Rescue grass イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
イネ科 Eragrostis cilianensis(Allioni)Vignolo-Lutati Eragrostis megastachya(koeler)Linkコスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井尚 武井尚
イネ科 GynodoDactylon(L.)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
イネ科 Digitaria violascens Link Digitaria chinensis Nees.non Hornemann アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
イネ科 Eleusine　Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996.8・22 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Lolium perenne L ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Setaria Faberi アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Pleioblastus chino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Setaria glauca キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Miscanthus sinensis Anderss ススキ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Sporobolus indecus ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 １９９５．１０，１６武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Phragmites japononica Steudel ツルヨシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．４．８ 武井尚 武井　尚 早川光也
イネ科 Ｐｏａ　ｐｒａｔｅｎｓｉｓ　Ｌ． ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 １９９６．４．１３ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐｏｑｅｏｉｄｅｓ　Ｂｅａｕｖ． コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｃｈｎｄｏｎ　Ｄａｃｔｙｌｏｎ ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａ　Ｃｒｕｓ－ｇａｌｌｉ（Ｌ．）Ｂｅａｕｖ． ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴



イネ科 Ｓｅｔａｒｉａ　Ｆａｂｅｒｉ　Ｈｅｒｒｍａｎｎ　Ｓｅｔａｒｉａ　ａｕｔｕｍｎａｌｉｓ　Ｏｈｗｉアキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区堤根 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｓｅｔａｒｉａ　ｖｉｒｉｄｉｓ（Ｌ．）Ｂｅａｕｗ． カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ　ｒａｄｉｃｏｓａ（Ｐｒｅｓｌ）Ｍｉｑ． コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Ｐｏａ　ｓｐｈｏｎｄｙｌｏｄｅｓ　Ｔｒｉｎ． イチゴツナギ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
イネ科 Implata cylindrica (L..) P.Beauv チガヤ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Eleusine indica (L..) Gaertn オヒシバ 神奈川県　川崎市　川崎区　旭町　２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Poa annual スズメのカタビラ 神奈川県　川崎市　川崎区　旭町　２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Agophyron ciliare (Trin.) Franch アオカモジグサ 神奈川県　川崎市　麻生区　岡上　 1999.5.29 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Gramineae Isachne チゴザサ 神奈川県　川崎市　宮前区　初山　１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Imperata cylindrica (L..) P.Beauv チガヤ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Briza minor L.. ヒメコバンソウ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Setaria viridis (L..)Beauv エノコログサ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
イネ科 Poa pratensis L. ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5.3 武井尚 武井尚 松崎玲奈
イネ科 Echinochloa Crus-gali(L.) ヒメイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井尚 武井尚 松崎玲奈
イネ科 Digitaria ciliaris (Retz.) メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 松崎玲奈
イネ科 Miscanthus sacchariflorus オギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Eragrostis poaeoides BEAUV. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996．10.5 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Eragrostis poaeoides BEAUV. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Poa pratensis ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Sasa veitchii(Carr.) クマザサ 東京都町田市本町田 1999．7.19 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Poa annua L.. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区扇町東澤埠頭 1996．7.28 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Setaria viridis（L..)BEAUV. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Bromus catharticus VAHL イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Setaria faberi HERRM. アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 ホソバナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．5.23 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Avena fatua L.. カラスムギ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996．6.12 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Festuca Myuros L.. ナギナタガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996．7.6 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Agropyron tsukushiense カモジグサ 神奈川県川崎市宮前区神木本町2丁目 1999．5.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イネ科 Setaria glauca Beauv. キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 １９９６．８．２５ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イネ科 Poa subcaerulea Smo ミスジナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 １９９６．５．２６ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イネ科 Poa annua L. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 １９９６．４．２８ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イネ科 Poa pratensis L. ナガハグサ 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 １９９６．５．３０ 武井　尚 武井尚 山本教裕
イネ科 A. tsukushiense Ohwi var. transiens Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 A. fatua L. カラスムギ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 Phragmites communis Trin ヨシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 B. minor L. ヒメコバンソウ 京都府相楽郡山城町蟹満寺 1995.5.25 武井　美代武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 E. poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 Polypogon fugax ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
イネ科 Polypogon fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Echinochloa Crus-galli var.Kasaharae Ohwi ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Calamagrosis Epigeios(L..)Roth ヤマアワ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Phragmites longivalvis STEUD ヨシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Alopecurus aegualis Sobol. ノハラスズメノテッポウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1996.5.23 武井尚 武井尚 和田綾子



イネ科 Digitaria ciliaris (Retz.) koeler Panicumciliaris Retz.,Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Eragrostis ferruginea(Thunb.)Beauv. カゼクサ 神奈川県川崎市幸区殿町3丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Phalaris arundinacea L.. クサヨシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Cynodon Dactylon(L..)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Panicum dihotomiflorum Michaux オオクサキビ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Pleioblastus Chino(Fr.et Sav.)Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 和田綾子
イネ科 Agrostls avenacea Ohur. ナンカイヌカボ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 勝山輝男
イネ科 Ｅｃｈｉｎｏｃｈｌｏａ　ｃｒｕｓｇａｌｌｉ　Ｂｅａｕｖ．Ｖａｒ．Ｐｒａｔｉｃｏｌａｏｈｗｉヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7,17 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 Eleusine indica Gaerth オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 S.viridis Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 E.multicaulis steud ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 D.timorensis Balansa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 Phragmites communis Trin ヨシ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 Lolium perenne L.. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
イネ科 Sporobolus indicus R.Br.var.purpurec-suffusus(Ohwi)T.koyamaネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 大和満美
イネ科 Briza minor L. ヒメコバンソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 大和満美
イネ科 Poa acroleuca　Steud. ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井尚 武井尚 大和満美
イネ科 Iscnaemum antephoroides(Stead.) Miquel ケカモノハシ 鹿児島県揖宿郡山川町長崎鼻 1988.9.2 武井尚 武井尚 大和満美
イネ科 Echinochloa Crus-galli(L.) Beauv. イヌビエ 神奈川県川崎市幸区小向 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
イネ科 Ｂｒｉｚａ　ｍｉｎｏｒ　Ｌ． ヒメコバンソウ 神奈川県川崎市多摩区菅仙容四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃｕｒｖｕｌａ　（Ｓｃｈｒａｄ．）Ｎｅｅｓ シナダレスズメガヤ（毛なし型） 神奈川県川崎市多摩区菅仙容四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｃｉｌｉａｒｅ（Ｔｒｉｎ．） アオカモジグサ 神奈川県川崎市多摩区菅仙容四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アズマネグサ 神奈川県川崎市南渡田町 １９９６．６．６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｐｌｅｉｏｂｌａｓｔｕｓ　Ｃｈｉｎｏ アズマネグサ 神奈川県川崎市川崎区白石町 １９９６．４．１９ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｈｏｒｄｅｕｍ　ｍｕｒｉｎｕｍ　Ｌ． オオムギ 神奈川県川崎市川崎区水江町 １９９６．７．６ 武井尚 勝山輝男 渡邊陽介
イネ科 Ｂｒｉｚａ　ｍｉｎｏｒ　Ｌ． ヒメコバンソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９８．５．３１ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｌｏｌｉｕｍ　ｐｅｒｅｎｎｅ　Ｌ． ホソムギ　 神奈川県川崎市川崎区田町三丁目 １９９６．５．６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐｏａｅｏｉｄｅｓ　Ｂｅａｕｖ．ｅｘ　Ｒｏｅｍ．ｅｔ　Ｓｃｈｕｌｔ．Ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ　ｍｉｎｏｒ　Ｈｉｓｔ.コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 Ｈ．Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
イネ科 Ｓｅｔａｒｉａ　ｖｉｒｉｄｉｓ（Ｌ．）　Ｂｅａｕｖ．　ｖａｒ．ｍｉｎｏｒ（Ｔｈｕｎｂ．）Ｏｈｗｉ　　　エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区嵩堤一丁目 １９９６．７．２６ 武井尚 Ｈ．Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
イネ科 Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｔｓｕｋｕｓｈｉｅｓｅ（Ｈｏｎｄａ） カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目 １９９６．６．２９ 武井尚 Ｈ．Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
イネ科 Ｐｅａ　ａｎｎｕａ　Ｌ． スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井尚 Ｈ．Ｔａｋｅｉ（武井尚）渡邊陽介
イネ科 Ｃｙｎｏｂｏｎ　Ｄａｃｔｙｌｏｎ　（Ｌ．）　Ｐｅｒｓｏｏｎ ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Ｐａａ　ａｎｎｕａ　Ｌ．ｖａｒ．ｒｅｐｔａｎｓ　Ｈａｕｓｓｋｎ．ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イネ科 Paspalum dilatatum Poir. シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市高津区下作延 99.4.30 武井尚 大場達之 中島健吾
イネ科 Pleioblastus chino アズマネササ 神奈川県川崎市宮前区瀬見台 98.10.3 武井尚 武井尚 中島健吾
イネ科 Pleioblastus Simonii メダケ 神奈川県川崎市宮前区瀬見台 98.10.3 武井尚 武井尚 中島健吾
イネ科 Pleioblastus Simonii メダケ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 98.8.8 武井尚 武井尚 中島健吾
イネ科 Bromus catharticus ヤクナガイヌムギ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
イネ科 Brachypodium sylvaticum ヤマカモシグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
イネ科 Diarrhena japonica タツノヒゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Poa sphondy lodes Tnin イチゴツナギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11



イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Spodiopigpn sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.29
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.30
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.31
イネ科 Sasaella ramosa Makino. アズマグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,20
イネ科 Glyceria alnasteretumkom. ミヤマドジョウツナギ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,23
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Spodiopogon sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Lolium perenne　L.． ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 1995.6・14 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Lolium perenne　L.． ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Eleusine　indica(L..) Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区新川通り 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Setaria viridis(L..)Beauv.var.minor (Thunb)Ohwiエノコロクサ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Ｂｒｏｍｕｓ　ｃａｔｈａｒｔｉｃｕｓ　ＶＡＨＬ イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ　ｃｉｌｉａｒｉｓ　（ＲＥＴＺ．）ＫＯＥＬＥＲ メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ　ｒａｄｉｃｏｓａ　（Ｐｒｅｓｌ）　Ｍip． コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区境町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Eleusine　indica(L..) Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7・28 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ　ｃｉｌｉａｒｉｓ　（ＲＥＴＺ．）ＫＯＥＬＥＲ メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区境町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Ｍｉｃｒｏｓｔｅｇｉｕｍ　ｖｉｍｉｎｅｕｍ　（Ｔｒｉｎ．）Ａ．Ｃａｍｕｓヒメアシボソ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
イネ科 Brachypodium sylvaticum ヤマカモシグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
イネ科 Diarrhena japonica タツノヒゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Poa sphondy lodes Tnin イチゴツナギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Spodiopigpn sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.29
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.30
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.31
イネ科 Sasaella ramosa Makino. アズマグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,20
イネ科 Glyceria alnasteretumkom. ミヤマドジョウツナギ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,23
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Pseudosasa japonica ヤダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Spodiopogon sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Agropyron racemiferum (Steud.) Koidz. アオカモジグサ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イネ科 Avena fotua Linn. カラスムギ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵



イネ科 Panicum dichotomiforum Michx オオクサキビ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イネ科 Alopecrus myosuroides Huds. ノスズメノテッポウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.16 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イネ科 Bromus jonicus Thunb. スズメノチャヒキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.16 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イネ科 Calamagrostis epigeios (Linn) Roth ヤマアワ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ（ヤクナガイヌムギ） 山梨県北都留郡小菅村 1999.04.30
イネ科 Cymbopontortilis　Hitch.var.Goeringii　Hand.Mazzオガルカヤ 神奈川県横浜市戸塚区公田町荒井沢 1985.10.3 武井尚 大場達之
イネ科 Andropogon virginicus メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市多摩区菅間場4丁目 2000.9.28 武井尚 片柳圭
イネ科 Pilosum Satake ケイヌビエ 神奈川県川崎市多摩区多摩川東 2000.9.30 武井尚 片柳圭
イネ科 Setaria viridis forma japonica カタバエノコログサ 神奈川県川崎市麻生区栗木台4丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
イネ科 Setaria Fberi アキノエノコログサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
イネ科 Galamagrostis canadensis ノガリヤス 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.10 武井尚 片柳圭
イネ科 Eragrostis ferruginea カゼクサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
イネ科 Sataria faberi アキノエノコログサ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 片柳圭
イネ科 Eleusine indica オヒシバ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 片柳圭
イネ科 Eragrostis multicaulis ニワホコリ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井尚 片柳圭
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ violascens Ｌｉｎｋ アキメヒシバ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
イネ科 Setaria viridis f.japonica カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
イネ科 Setaria viridis (L.) BEAUV.var.miror (THUMB) OHWI.エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
イネ科 A.ciliore (TRIN) FRANCH.var minus(MIQ.)OHWI.アオカモジグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
イネ科 Ponicum dichotomiflorum MICHX. オオクサキビ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
イネ科 Eleusine indica (L.)GAERTN. オビシバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.23 武井尚 武井尚
イネ科 S.faberi HERRM. アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
イネ科 Echigochloacrusgarri var.cauda イヌビエ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.29 片山彰 片山彰
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.30 片山彰 片山彰
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.31 片山彰 片山彰
イネ科 Brachypodium sylvaticum ヤマカモシグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
イネ科 Diarrhena japonica タツノヒゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Poa sphondy lodes Tnin イチゴツナギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Spodiopigpn sibiricus オオアブラススキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イネ科 Sasamorpha borealis スズタケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Festuca ovina L. ウシノケグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Pseudosasa japonica セダケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イネ科 Diarrhena japonica タツノヒゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
イネ科 Digitaria Cliaria ヒメシバ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
イネ科 Setaria beuu エノコログサ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
イネ科 Beckmannia erucaeformis Host カズノコグサ、ミノゴメ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚
イネ科 Trisetum bifidum (Thunb.)ohwi カニツリグサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999,5,29 武井尚 武井尚
イネ科 Poa amua L.. ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚



イネ科 Polxpogon higegaweri Steud ヒエガエリ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚
イネ科 Poa amua L.. ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚
イネ科 Polxpogon higegaweri Steud ヒエガエリ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚
イネ科 Trisatum bifidum (Thunb.)Ohwi カニツリグサ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 １９９２,５,１２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
イネ科 Phyllostachys bambusoides Sieb..et Zucc マダケ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚
イネ科 Arundinella hirta Taraka トダシバ（ウスゲ型） 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚
イネ科 Paspalum dilataum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市多摩区西生田４丁目 1999.9.10 武井尚 武井尚
イネ科 Andropogen virginicus L.. メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
イネ科 Avena fatua L. カラスムギ 神奈川県川崎市中東区上丸子天神町多摩川東 1997.9.2 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Cyndon Dactylon L. ギョウギシバ 神奈川県川崎市幸区小日向多摩川東 1996.6.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Muhlenberigia japonica Steudl. ネズミガヤ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Microstegium vimineum Trim. ヒメアシボソ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Microstegium vimineum Trim. ヒメアシボソ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Eragrostis fernuginea Thunb. カゼクサ 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目多摩川東 1998.9.5 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Phyllostachys heterocycla Mitf. モウソウチク 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Panicum bisulcatum Thunberg ヌカキビ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
イネ科 Andropogon virginicus L. メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井尚 武井尚
イネ科 Polypogon fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1995.5.26 武井尚 武井尚
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚
イネ科 Setaria viridis (L.) Beauv. Var. minou Ohwi forma japonica Hondaカタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚
イネ科 Miscanthus sinensis Anderss. ススキ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚
イネ科 Elymus multicaulis steud. ニワホコリ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
イネ科 Setaria viridis (L.) BEAUV. Var. minor (THUNB.) OHWI 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井尚 武井尚
イネ科 Digitaria adscendens Henr. メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
イネ科 Poa acroleuca steud. Annua L. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井尚 武井尚
イネ科 Paspalum dilatatum Poir. シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
イネ科 E. poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
イネ科 Cynodon dactylon L. ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
イネ科 Setraria glauca(L) キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.10.5 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria ciliaris(Retz)KOELER ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Cyperus rotundus L.. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria ciliaris ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria radicasa (Presl)Mig. コヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Setaria viridis L.. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区３丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Polypogon fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Festuca Myuros L.. ナギナタガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Setaria Faberi Herrmann アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ



イネ科 Lolium multiflorum Lamarck ネズミムギ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Setraria glauca(L) キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.10.5 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria ciliaris(Retz)KOELER ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Cyperus rotundus L.. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria ciliaris ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Digitaria radicasa (Presl)Mig. コヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Setaria viridis L.. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区３丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
イネ科 Polypogon fugax Steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Paspalum dilatatum Poiret シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Festuca Myuros L.. ナギナタガヤ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Setaria Faberi Herrmann アキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Lolium multiflorum Lamarck ネズミムギ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
イネ科 Poa acroleuca Steud. ミゾイチゴツナギ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
イネ科 Poa annua L.. ハイスズメノカタビラ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 武井　尚
イネ科 Microstegium vimineum A. ヒメアシボソ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 武井　尚
イネ科 Digitaria violascens Link アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1995.10.15 武井　尚 武井　尚
イネ科 Digitaria violascens Link アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚
イネ科 Sasa Veitchii (Carr.)Rehder クマザサ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
イネ科 Phyllostachys heterocycla  (carr.)Mitf. モウソウチク 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 松村佳 松村佳
イネ科 Setaria glauca (L .)Beauv.Panicum glaucum  L .キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.08.18 武井尚 H.Takei
イネ科 Setaria glauca (L .)Beauv.Panicum glaucum  L .キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井尚 H.Takei
イネ科 Cynodon Dactylon (L .)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.06.16 武井尚 H.Takei
イネ科 Cynodon Dactylon (L .)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.06.16 武井尚 H.Takei
イネ科 Bromus catharticus  vahl イヌムギ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.06.20 武井尚 H.Takei
イネ科 Poa nipponica  Koidz. オオイチゴツナギ 東京都町田市下小山田町 1992.04.29 武井尚 武井尚
イネ科 Phalaris arundinacea  L . クサヨシ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 武井尚
イネ科 Isachne globosa (Thunb.)O.Kuntze  I.australis  R.Br.チゴザサ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 武井尚
イネ科 Polypogon fgax Steudel ヒエガエリ 不明 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5.3 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Miscanthus sinesis Anderss ススキ 不明 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Digitaria ciliaris (Renz.) Koeler メヒシバ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Eleusine indica (L.) Geartn オヒシバ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv var. praticola Ohwiヒメイヌビエ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Eragrostis multicaulis Steud ニワホコリ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
イネ科 Imperata cylindrica (L..) P.Beauv フジケチガヤ 神奈川県川崎市高津区子母口古墳 1999.6.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv. カタバエノコロ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Lolium perenne L.. ホソムギ 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Poa annua L.. ツルスズメノカタビラ 神奈川県川崎市幸区古市場２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Agropyron tsukushinense (Honda) Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Setaria viridis (L.) Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい



イネ科 Poa acroleuca Steud. ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Festuca elatior L. オニウシノケグサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Bromus catharticus Uahl イヌムギ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目 1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Digitaria violascens Link Digitaria chinensis Ness, non Hornemannアキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区殿町１丁目多摩川原 1996.10.16 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Lolium perenne L.. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 高橋ゆい
イネ科 Pleioblastus Chino (Fr . Et . Sav ) アズマネザサ 東京都町田市小野路町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Dactylis glomrrata カモガヤ 東京都町田市野津田町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Trisetum bifidum (THUNB) OHWI コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区小田一丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Setaria viridis　（L .) BEAUV エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 subsp . Polystachya アシボソ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Lolium perenne L . ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Hordeum murinum L . ムギクサ 神奈川県川崎市川崎区小田一丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Agroszis alba L . コヌカグサ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
イネ科 Setaria viridis (L.) エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
イネ科 Setaria viridis (L.) エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Setaria Faberi Herrmann Setaria autumnalis Ohwiアキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
イネ科 Poa annua L. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
イネ科 var. caudata forma praticola t. ヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Eargrostis poatoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Digitaria ciliaris (Retz.) メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Digitaria radicosa (Presl) Miq. コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
イネ科 Eleusine indica (L.) Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
イネ科 Eleusine indica (L.) Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.4.13 武井　尚 武井　尚
イネ科 Panicum dichotomi flaum Miohx オオクサキビ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イネ科 Arundinella hirta (Thunb.) C.Tanaka トダシバ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.9.12 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 1996.5.4 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イネ科 Eleusine indica (L .) Gaertner オヒシバ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 1998.7.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イネ科 Digitaria Radicosa コヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 pleioblastus Chino(Fr.et Sav.)Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区東町3丁目 1996.8.22 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 pleioblastus Chino(Fr.et Sav.)Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.5.10 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 lolium Perenne L. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 Paspalum Thunberail Kunth シマスズメノヒエ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 Cynodon Dactylon(L.)Persoon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.4.8 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 Digitaria ciliaris(Retz)Koecer ヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区浮草町（公園） 1996.8.25 武井　尚 武井　尚 小林立明
イネ科 Setaria chondrachne イヌアワ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Phalaris arundinacea クサヨシ 神奈川県川崎市幸区幸町３丁目多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Beck mannia カズノコグサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Sporobolus indicus ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Andropogon virginicus メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Eleasine indica オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.8.11 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Digitaria cilliaris メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵



イネ科 Phragmites australis ヨシ（アシ） 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Pleioblastus Chino Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 庄田千恵
イネ科 Eragrosis poaeoides Beauv .ex Roem .et Schultコスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
イネ科 Panicum dichotomiflorum Michaux オオクサキビ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
イネ科 Echinochloa Clus-galli var. caudata forma praticola T.Koyamaヒメイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
イネ科 Setaria viridis Beauv. エノコログサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 上田香織
イネ科 Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. マダケ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 上田香織
イネ科 Poa pratensis L.. ナガハグサ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6,5 武井尚 武井尚 上田香織
イネ科 Agropyron Kamohi Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 上田香織
イネ科 Eragostis poaeoides Beaur. Ex roem. Et Schultコスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
イネ科 Eragostis poaeoides Beaur. Ex roem. Et Schultコスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
イネ科 Microstegium vimineum A.camus ヒメアシボソ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 深田　優
イネ科 Setaria faberi Harrmann アキノエノコログサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.10.12 武井　尚 武井　尚 深田　優
イネ科 Lolium perenne L.. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
イネ科 Bromus catharticus イヌムギ 神奈川県川崎市多摩区西生田6丁目 1996.6.19 武井 尚 武井 尚

イネ科 Echinochloa Crus-galli (L.) Beauv. ヒメイヌビエ 　 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996．9.11 武井尚 武井尚　 仲尾剛
イネ科 Sasa veitchii (Carr.) Rehder クマザサ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 無記入 仲尾剛
イネ科 Digitaria radicosa (Presl) Mig. コヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996．9.11 武井尚 武井尚 仲尾剛
イネ科 Briza maxima L. コバンソウ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
イネ科 Lolium perenne L.. ホソムギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Andropogon virginicus L.. メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市川崎区日進町公園内 １９９６．１０．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Setaria viridis(L.)forma japonica Honda カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区水江町 １９９６．７．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Setaria viridis (L.) エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 １９９６．１０．５ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Bromus catharticus Vahl. イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区水江町 １９９６．７．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Poa pratensis L.. ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Digitaria ciliaris(Retz.)Koeler メヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Lolium multiflorum Lamarck ネズミムギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 １９９６．７．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Poa acroleuca Steud ミゾイチゴツナギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 品川紀子
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 品川紀子
イネ科 Agropyron tsukushiense(Honda)Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 品川紀子
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 品川紀子
イネ科 Eragtostis multicaulis P.Beauvois ニワノホコリ 神奈川県川崎市小田一丁目 １９９６．９．１１ 武井　尚 武井　尚
イネ科 Calamagrostis arundinacea ノガリヤス 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚
イネ科 Pleioblastus chino Makino アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
イネ科 Digitaria violascens Link アキメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1995.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
イネ科 Festuca Myuros L. ナギナタガヤ 神奈川県川崎市川崎区昭和二丁目 1996.6.29 武井　尚 武井　尚
イネ科 Festuca Myuros L. ナギナタガヤ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 武井　尚
イネ科 Phragmites communis Thinius. ヨシ（アシ） 神奈川県川崎市宮前区野川 1996.6.5 武井　尚 武井　尚
イネ科 Pleioblastus Chino Makino. アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚
イネ科 Beckmannia syzigachne カズノコグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Beckmannia syzigachne カズノコグサ 神奈川県川崎市宮前区永田山1丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Beckmannia syzigachne(steud)fernald カズノコグサシノゴメ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐



イネ科 Alopecurus aequalis Sobol.var.amuresis(komar) ohwi.スズメノテッポウ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Phyllostachys heterocycla(carr)Mitf モウソウチク 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Arundinella hirta(Thunb)C.Tanaka A.anomana steudトダシバ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Andropogon tortilis Hitce.var.Goeringil hand メリケンカルカヤ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Bromus remotiflorus(Steud)Ohwi Festuca remotifloraキツネガヤ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1999.6.28 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Arundinella hirta(Thunb)C.Tanaka A.anomana steudウスゲトダシバ 神奈川県大和市深見3丁目 1999.9.14 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Setaria Faberi Herrmann setaria autininalis Ohwiアキノエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
イネ科 Lolium multiflorum Lamarck ネズミムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚
イネ科 Agropyron tsukusinese (HONDA)OHWI カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区小田５丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
イネ科 Agropyron tsukusinese (HONDA)OHWI カモジグサ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 武井尚
イネ科 Tribus Cynodon ギョウギシバ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.6.10 武井尚 武井尚
イネ科 Agropyron tsukusinese (HONDA)OHWI カモジグサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.6.5 武井尚 武井尚
イネ科 Imperata cylindrica チガヤ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚
イネ科 Digitaria randicosa コヒメシバ 神奈川県川崎市川崎区中島一丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
イネ科 Eleisome omdoca (L.) GAERIN オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区中島一丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
イネ科 Trisetum bifidum (THUNB.)OHWI カニツリグサ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚
イネ科B Shibataea Kumasaca Makino オカメザサ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８,１０,１０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
イネ科 Poa trivialis L. オオスズメノカタビラ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 武井尚 神村佑
イネ科 Poa trivialis L. オオスズメノカタビラ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 武井尚 神村佑
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Bromus catharticus Vahl イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv. var.minor (Thunb.)Ohwi     エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Beckmannia Syzigachne (Steud.) Fernald  カズノコグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Bolboschoenus maritimus (L..) Palla コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Carex scabrifalia Thunb. コウボウシバ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Echinochloa Crusgalli var. hispiula Honda Panicum hispidulum Petz.タイヌビエ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv. var.minor (Thunb.)Ohwi forma japonica Honda     カタバエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996．7.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Pleioblastus Chino (Fr.et Sav.) Makino Bambusa Chino Fr. et Sav.   アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区浅田３丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Digitaria radicosa (Presl.) Mig. Panicum radicosum Presl.コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区旭町２丁目 1996．11.10 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Polypogon　fugax Suteudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.16 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Festuca rubra L.. オオウシノケグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.16 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Poa annua L.. スズメノカタビラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．8.16 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Leptoｃｈloa uninervia (Presl.) Hitchc. ニセアゼガヤ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．10.23 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イネ科 Setaria glauca　(L..) Beauv. コツブキンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Eragrostis poaeoides Beauv. コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Setaria glauca (L..) Beauv. キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv. カゼクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Setaria glanca (L..) Beauv. キンエノコロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Setaria viridis (L..) Beauv.var. minor (Thunb.) Ohwiエノコログサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井追頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 forma japonica Honda カタバエノコロ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井追頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
イネ科 Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi カモジグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太



イネ科 Digitaria Radicosa コメヒシバ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚
イネ科  Eragrostis Poaeoides コスズメガヤ 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚
イネ科 Echinochloa Crus-galli ヒメイヌバエ 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚
イネ科 Polypogon fugax ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
イネ科 Cynodon Dactylon ギョウギシバ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通四丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
イネ科 Bromus Catnartiucus イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区浜町四丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
イネ科 Dactylis Glomerata カモガヤ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.5.14 武井尚 H.takei
イネ科 Setaria Viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区浜町四丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
イネ科 Echinochloa Crus-galli var. caudata forma praticotaヒメイヌビエ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚
イネ科 Setaria viridis (L)Beauv　var.minor エコロノグサ 沖縄県国頭今帰仁林 1998.2.14 武井尚 武井尚
イネ科 Eleusine indica オヒシバ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 武井尚
イネ科 Polypogon fugax steudel ヒエガエリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚
イネ科 Pleioblastus Simornii Nakai メダケ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.06.05 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
イネ科 Trisetum bifidum ohwi カニツリグサ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.06.05 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
イネ科 Panicum Crus-galliL.var.echinata.Makino ケイヌビエ 神奈川県川崎市多摩区鄧多摩川東 2000.09.30 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
イネ科 Eragtostis emulticaulis P.Beauvois ニワホコリ 神奈川県川崎高津区上作延緑所丘 1999.05.28 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
イネ科 S.faberi HERRM アキノエノコロゴサ 神奈川県川崎市麻生岡ノ上 1998.10.28 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
イネ科 Panicum Crus-galliL.var.echinata Makino イヌシデ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.06.22 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
イネ科　 Bromus catharticus VAHL イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
イネ科　 Imperata culindrica L. チガヤ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
イネ科　 Eleusine indica L. Gaerther オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
イネ科　 Pleioldastus Chino Fret Sav. アズマネザサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996 8 22 武井尚 武井尚 宋玉
イネ科　 Setaria Viridis L. ハマエノコロ 神奈川県川崎市川崎区中中瀬２丁目 1996 8 22 武井尚 宋玉
イネ科　 Bromus catharticus VAHL イヌムギ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
イノモトソウ科 Pteris wallichiana Ag. ナチシダ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イノモトソウ科 Pteris wallichiana Ag. ナチシダ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イノモトソウ科 Pteris wallichiana Ag. ナチシダ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イノモトソウ科 Pteris wallichiana Ag. ナチシダ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
イノモトソウ科 Pteris wallichiana Ag. ナチシダ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
イノモトソウ科 Pteris multifida Poir イノモトソウ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 土屋　利法
イノモトソウ科 Pteris multifida イノモトソウ 鹿児島県川辺郡知覧町 1988．9.2 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
イノモトソウ科 Ｐａｔｅｒｉｓ　ｍｕｌｔｉｆｉｄａ　Ｐｏｉｒ． イノモトソウ 神奈川県川崎市多摩区管仙谷三丁目 １９９８．６．１２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
イノモトソウ科 Pteris Multifida イノモトソウ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
イノモトソウ科 Ｐｔｅｒｉｓ multifida Ｐｏｉｒ イノモトソウ 神奈川県川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
イノモトソウ科 Ｐｔｅｒｉｓ ryukyuensis Ｔａｇａｗａ リュウキュウイノモトソウ 沖縄県那覇市首里城 1998.2.15 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
イノモトソウ科 Pteris multifida Poivet イノモトソウ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
イノモトソウ科 Pteris multifida Poivet イノモトソウ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
イノモトソウ科 Pteris multifida Poiret イノモトソウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目　 １９９９,５,１４ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
イノモトソウ科 Pteris multifida Poiret イノモトソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.8.7 武井　尚 武井　尚 深田　優
イノモトソウ科 Pteris multifida Poiret イノモトソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1983.3.1 武井　尚 伊藤　洋 深田　優
イノモトソウ科 Pteridium aquilinum Kunze ワラビ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
イラクキ Laportea cuspidata ムカゴイサクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
イラクキ Laportea cuspidata ムカゴイサクラ 山梨県小菅村 2002.7.7



イラクキ Laportea cuspidata ムカゴイサクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
イラクキ Laportea cuspidata ムカゴイサクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
イラクキ Laportea cuspidata ムカゴイサクラ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
イラクサ Pellionia brezifolia サンショウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イラクサ Pellionia brezifolia サンショウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イラクサ Pellionia brezifolia サンショウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イラクサ Pellionia brezifolia サンショウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
イラクサ Boehmeria nivea(L..)Graud.subsp.B.niponnivea(Koidz.)Kitamuraカラムシ、クサマオ 山梨県都留郡上野原四方津 2000.9.24 武井尚 H.Takei 三宮喬
イラクサ Pilea mongolica Weddell P.viridissima Makino アオミズ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 三宮喬
イラクサ Pilea　mongolica アオミズ 神奈川県川崎市高津区蟹が谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
イラクサ Pilea　mongolica アオミズ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
イラクサ Boehmeria biloba ラセイタソウ 千葉県安房郡白浜町　海岸 1998.9.27 武井　尚 H.Takei 中村千尋
イラクサ Pellionia brezifolia サンショウソウ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
イラクサ Elatostema umbellatum var. majus ウワバミソウ 長野県南佐久郡北相木村川越石国有林 19970912 武井尚 武井尚 岡部亮
イラクサ Boehmeria biloba Weddell ウスバラセイタソウ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 城川四郎 川合伴実
イラクサ Boehmeria nivea (L.) Gaud. クサマオ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
イラクサ科 Boehmeria japonica ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
イラクサ科 Pilea japonica ヤマミズ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
イラクサ科 Boehmeria nivea Gaud. クサマオ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
イラクサ科 Pilea mongolica アオミズ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 大久保希
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
イラクサ科 Laportea bulbifela ムカゴイラクサ 長野県南伏久郡北相木村長者の森 1997.9.10 武井尚 高橋秀男 大竹孝宏
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
イラクサ科 Boehmeria japonese ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Boehmeria japonica ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イラクサ科 Pilea japonica ヤマミズ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イラクサ科 Boehmeria japonese ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Boehmeria japonica ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イラクサ科 Pilea japonica ヤマミズ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イラクサ科 Boehmeria japonese ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
イラクサ科 Urtica Thunbergiana イラクサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
イラクサ科 Boehmeria japonese ヤブマオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
イラクサ科 Elatostema japonicum Wedd ウワバミソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 檜山康三
イラクサ科 Elatostema japonicum Wedd ウワバミソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 檜山康三
イラクサ科 Boehmeria grandifolia WEDDELL ヤブマオ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井尚 城川四郎
イラクサ科 Boehmeria tenuifolia ウスバラセイタソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚



イラクサ科 Boehmeria biloba Weddell ウスバラセイタソウ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井　尚 塚川　四郎
イラクサ科 Boehmeria nivea (L .) クサマオ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 1998.7.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イラクサ科 Boehmeria Grandifolia Weddell ヤブマオ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井　尚 城川四郎 小林立明
イラクサ科 Boehmeria nivea (L.) クサマオ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 庄田千恵
イラクサ科 Boehmeria gracilis Wright クサコアカソ 長野県岡谷市鉢伐山 1949．8.10 武井尚 横山庫之 仲尾剛
イラクサ科 Laportea bulbifera WEDDELL ムカゴイラクサ 長野県諏訪郡富場町白岩ヶ岳 １９６７．８．２７ 武井　尚 檜山　庫之
イラクサ科 Laportea bulbifera WEDDELL ムカゴイラクサ 長野県諏訪市諏訪神社上社々叢 １９６０．７．３１ 武井　尚 檜山　庫之
イラクサ科　　 Boehmeria nivea(L..)GAUDICH カラムシ 山梨県都留郡上野東町 2000.9.24 武井尚 武井尚 坂本慎司
イワウメ科 Shortia soldanelloides (Sieb. et Zucc.) Makinoイワカガミ 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井尚 武井尚
イワウメ科 Shortia soldanelloides (Sieb. Et Zucc.) Makino var. intercedens Ohwiヤマイワカガミ 長野県下伊那郡天龍村中井侍 1961,4,30 武井尚 奥山春季
イワウメ科 Shorfia soldnelloideas (Sieb.et.Zucc) Makino var.intercedens Ohwiヤマイワカガミ 長野県下伊那郡天龍村中井侍 1957.8.12 武井尚 檜山康三
イワウメ科 Shorfia soldnelloideas (Sieb.et.Zucc) Makino var.intercedens Ohwiヤマイワカガミ 長野県下伊那郡天龍村中井侍 1957.8.12 武井尚 檜山康三
イワデシダ Athyrium niponicum Hance イヌワラビ 神奈川県川崎区小田町３丁目 19960911 武井尚 武井尚 小林　源地
ｲﾜﾃﾞｼﾀﾞ Despariaconilii(Fr.et.Sav)M.Kato ﾎﾘﾊﾞｼｹｼﾀﾞ 神奈川県大和市下鶴間山 1990.8.22 武井尚 山本明 清遠貴文
イワデシダ科 Ｗｏｏｄｓｉａ polystichoides Ｅａｔｏｎ イワデンダ 長野県諏訪郡諏訪町荻倉 1948.8.17 武井尚 伊藤洋
イワデシダ科 Athyrium niponicum (Mett.) イヌワラビ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
イワデシダ科 Athyrium niponicum (mett.) Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.6.19 武井　尚 勝山　輝男木下　瑛治
イワデシダ科 Athyrium niponicum (mett.) Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.19 武井　尚 勝山　輝男木下　瑛治
イワデンタ科 Athyrium nipponicum (Melt) Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市多摩区枡形7丁目 1995.9.29 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
イワデンタ科 Diplazium sibiricum var.glabrum ×D squamigetumミヤマキヨタキシダ 長野県南佐久郡北相木村御座山 １９９７．８．８ 武井　尚 山本　明
イワデンダ科 Cornopteris crenulatoserrulata イッポンワラビ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
イワデンダ科 Matteucciastruthiopteris クサソテツ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
イワデンダ科 Matteucciastruthiopteris クサソテツ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
イワデンダ科 Cornopteris crenulatoserrulata イッポンワラビ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イワデンダ科 Cornopteris crenulatoserrulata イッポンワラビ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
イワデンダ科 Matteuccia struthiopteris (L.) Britt. クサソテツ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 木場智弘 清遠貴文 川合伴実
イワデンダ科 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro クサソテツ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
イワデンダ科 Matteucciastruthiopteris クサソテツ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 渡邊陽介
イワヒバ科 Selaginellanceae Selaginella involvens(SW.)springイヌカタヒバ 神奈川県川崎市麻生区古沢 2000.9.29. 武井尚 H-takei 山口善子
ウエギ  オカウコギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
ウキクサ科 Lemna　Aoukikusa アオウキクサ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ウキクサ科 Lemna　Aoukikusa アオウキクサ 神奈川県川崎市 1998年8月8日 武井尚 武井尚 三輪誠
ウキクサ科 Spirodela Oligorhiza シマウキクサ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.11.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
ウキクサ科 Lemna aoukikusa beppu et murata L アオウキクサ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5
ウコギ Ａｒａｌｉａ　ｇｌａｂｒａ ミヤマウド 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ウコギ Ａｒａｌｉａ　ｇｌａｂｒａ ミヤマウド 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ウコギ Ａｒａｌｉａ　ｇｌａｂｒａ ミヤマウド 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ウコギ Ａｒａｌｉａ　ｇｌａｂｒａ ミヤマウド 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ウコギ fatsia japonika ヤツデ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ウコギ Acanthoponax japonicus オカウコギ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ウコギ Acanthoponax japonicus オカウコギ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ウコギ kalopanax septemlpbus ハリギリ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ウコギ Acnnthopanax spinosus ヤマウコギ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航



ウコギ Acanthopanax japonicus オカウコギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ウコギ Aralia elata タラノキ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４丁目 1998.8.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ウコギ Ａｒａｌｉａ　ｇｌａｂｒａ ミヤマウド 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ウコギ Kalopanax septemlobus (Thunb.ex Murray)Kaidzumiハリギリ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
ｳｺｷﾞ AcanthopanaxspinousumDecneet.Planeh ﾔﾏｳｺｷﾞ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1998.10.20 武井尚 武井尚 清遠貴文
ウコギ Acanthopanax japonicus Fr. et Sav. オカウコギ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.14 武井　尚 武井　尚
ウコギ科 Acanthopanax japonicus Fr. Et Sav. A. nipponicum Makino, A. commixta Nakai, A. kiusianum Nakaiオカウコギ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1997．7.2 武井尚 武井尚 西村俊
ウコギ科 Hedera rhombea Bean キヅタフユヅタ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ウコギ科 Kalopanax septemlobas (Thunb.ex Mrray) Koizumiハリオリ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 中谷冴一
ウコギ科 Acanthopanax Nikaianus Koidz オカウコギ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 中谷冴一
ウコギ科 Kalopanax pictus ハリギリ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 前田理絵
ウコギ科 Hedera rhombea  キヅタ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井尚 武井　尚 早川光也
ウコギ科 Aralia elata(Mig.)seemann タラノキ 山梨県小菅村 2005.5.29 本多綱貴 本多綱貴
ウコギ科 Acanhopanax Sieboldianus Makino ヒメウコギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ウコギ科 Acanhopanax Sieboldianus Makino ヒメウコギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ウコギ科 Acanhopanax Sieboldianus Makino ヒメウコギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ウコギ科 Tetrapanax Papriferum カミヤツデ 神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目 1996.5.6 武井尚 H.takahashi
ウコギ科 Aralia coradata Thunb. ウド 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤傑 伊藤傑
ウコギ科 Hedera ryombea キヅタ 東京都町田市常盤町尾根緑道 １９９２,４,６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ウコギ科 Hedera ryombea(Miq.)Bean H.japonica W.paul キズタ　フエヅタ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 １９９９,５,２２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ウコギ科 Hedera rhombea Mig. キヅタ　フユヅタ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
ウコギ科 Hedera rhombea Mig. キヅタ　フユヅタ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
ウコギ科 Aralia cordata  Thunb. ウド 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 近藤直紀 近藤直紀
ウコギ科 Fatsia japonica (Thunb.)Decne ヤツデ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1999.04.24 武井尚 武井尚
ウコギ科 Hedera rhombea キヅタ　　フユヅタ 神奈川県川崎市多摩区西生田8丁目 1996.5.14 武井 尚 武井 尚

ウコギ科 Hedera rhombea キヅタ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９６０．５．３０ 武井　尚 武井　尚
ウコギ科 Fastia japonica Decne.et Planch. ヤツデ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 武井　尚
ウコギ科 Acanthpanax japonicus Fr.et Sav A.nipponicum Makinoオカウコギ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ウコギ科 Acanthopanax spinosus(L.f.)Miq. ヤマウコギ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ウコギ科 Kalopanax septemlobus ハリギリ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ウコギ科 Aralia eleta(Miq)Seemann タラノキ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ウゴキ科 Aralia cordata Thunb ウド 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 八巻　夏美八巻　夏美
ウゴキ科 Aralia elata (Miq.) Seemann タラノキ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 横山　昌佳横山　昌佳
ウコギ科 Acanthopanax spinosus L.F. ヤマウコギ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地　 1997 6 21 武井尚 武井尚 宋玉
ウコギ科 Aralia cordata Thunb. ウド 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
ウマノスズクサ科 Ａｓａｒｕｍ sieboldii Ｍｉｑ ウスバサイシン 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ウマノスズクサ科 Aristolochia　ｄｅｂｉｌｉｓ ウマノスズクサ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ウマノスズクサ科 A . Tamaense  Makino タマノカンアオイ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ウマノスズクサ科 Aristolochia debilis　 ウマノスズクサ 神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 1998.11.14 武井 尚 武井 尚
ウユギ Karopanax Septemlobus ハリギリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ウユギ Karopanax Septemlobus ハリギリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ウユギ Karopanax Septemlobus ハリギリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ウユギ Karopanax Septemlobus ハリギリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏



ウラジロ科 Chenopodium glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
ウラジロ科 Chenopodium glaucum L. ウラジロアカザ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 重田拓郎
ウラボシ Polypodium Thunbergianum Makino ノキシノブ 東京都町田市下山田町 1992.5.12 武井尚 武井尚 川合伴実
ウラボシ Lepisorus thunbergianus ノキシノブ 長野県南佐久郡北相木町、下新井 1996.9.20 武井　尚
ウラボシ科 Dryopteris oligophlebia C.Chr. ヒメワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ウラボシ科 Dryopteris oligophlebia C.Chr. ヒメワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ウラボシ科 Dryopteris oligophlebia C.Chr. ヒメワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ウラボシ科 Pteridium aquilinum Kuhn ワラビ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
ウラボシ科 Pyrrosia tricuspis Tagawa イワオモダカ 長野県南佐久郡北相木村 1988．8.26 武井尚 武井尚 仲尾剛
ウリ Torichosanthes cucumeroides カラスウリ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ウリ Ophiopogon japonicus ジャノヒゲ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum アマチヤヅル 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ウリ科 Trichosanthes cucameroides カラスウリ 神奈川県川崎市麻生区王 1999.06.17 武井尚 武井尚 兵働隆志
ウリ科 Trichosanthes cucamerodies カラスノウリ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 大久保希
ウリ科 Melothria japonica (Thunb）Maxim スズメウリ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ウリ科 Sicyos angulatus L アレチウリ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ウリ科 Sicyos angulatus L.. アレチウリ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum アマチャヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.19
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum アマチャヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.19
ウリ科 Melothria japonica スズメウリ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川東 2000.9.30 武井尚 片柳圭
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum アマチャヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.19 片山彰 片山彰
ウリ科 Gynostenma pontaphyllum アマチャズル 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 武井尚 武井尚
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum Makino アマチャヅル 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ウリ科 Sicyos angulatus L.. アレチウリ 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ウリ科 Trichosanthes Kirilomii Maxim. Var. japonica Kitam.キカラスウリ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 深田　優
ウリ科 Trichosanthes cucumeroides カラスウリ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９８．８．６ 武井　尚 武井　尚
ウリ科 Gynostemma peataphyiium アマチャズル 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ウリ科 Gynostemma pentaphyllum アマチャヅル 神奈川県川崎市宮前区木本町２丁目 1999.5.22 武井尚 武井尚
ウリノキ科 Alangiaceae Alangium placanifdium Harms ウリノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ウリノキ科 Alangiaceae Alangium placanifdium Harms ウリノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ウリノキ科 Alangiaceae Alangium placanifdium Harms ウリノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ウリノキ科 Alangiaceae Alangium placanifdium Harms ウリノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ウリノキ科 Alangium　platanfolium　(Sieb．et．zucc)　Harms　var　trilobum　(miquel)　Ohumiウリノキ 山梨県小菅村 2003.6．39
ウリノキ科 Alangium　platanfolium　(Sieb．et．zucc)　Harms　var　trilobum　(miquel)　Ohumiウリノキ 山梨県小菅村 2003.6．39
ウリノキ科 Alangium　platanfolium　(Sieb．et．zucc)　Harms　var　trilobum　(miquel)　Ohumiウリノキ 山梨県小菅村 2003.6．39
ウリノキ科 Alangium　platanfolium　(Sieb．et．zucc)　Harms　var　trilobum　(miquel)　Ohumiウリノキ 山梨県小菅村 2003.6．39 村上秀行 村上秀行 村上秀行
ウリノキ科 Alangiaceae Alangium placanifdium Harms ウリノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ウリ科 Melothria japonica (THUNB.) MAXIM. スズメウリ 神奈川県川崎市多摩区東生田４丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 神村佑
ウルシ Rhus javanica ヌルデ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 半谷純也
ウルシ Ｒｈｕｓ　ｊａｖａｎｉｃａ ルヌデ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４丁目 1998.8.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ウルシ Ｒｈｕｓ　ｊａｖａｎｉｃａ ヌルデ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ウルシ Rhus  sylvestris ヤマハゼ 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,2 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ウルシ科 Rhus javanica ヌルデ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4 1996/6/6 武井尚 武井尚 千葉隆広



ウルシ科 Rhus javanica L ヌルデ 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 大坂碧
ウルシ科 Rhus Javanica L.. ヌルデ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ウルシ科 Rhus succedanea L.. ヌルデ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
ウルシ科 Rhus succedanea L. ヌルデ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
ウルシ科 Rhus succedanea L.. ヌルデ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
ウルシ科 Rhus succedanea L.. ヌルデ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
ウルシ科 Rhus succedanea L. ヌルデ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
ウルシ科 Rhus succedanea L.. ヌルデ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ウルシ科 Ａｉｌａｎｔｈus alissima Swingle A. glandulosa Desf．シンシュニワウルシ 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
ウルシ科 Rhus succedanea L.. ヌルデ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.5.29
ウルシ科 Rhus ambigua Lavallee ツタウルシ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1998.10.20 武井　尚 武井　尚
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 勝山　輝男松村　佳
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 神村佑
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.05.29 大坂碧 大坂碧 酒井玲奈
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 後藤謙太
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.5.29
ウルシ科 Rhus javanica L. ヌルデ 山梨県小菅村 2005.05.29
エキノシタ科 Hydorangea paniculata ノリウツギ 長野県諏訪郡下諏訪町鷲ヶ峯 武井尚 檜山庫之
エゴノキ styrax njaponica sieb エゴノキ 神奈川県川崎市高津区 武井尚 武井尚
エコノキ科 Pterostxrax corymbosa Seib. Et. Zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
エコノキ科 Pterostxrax corymbosa Seib. Et. Zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
エコノキ科 Pterostxrax corymbosa Seib. Et. Zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
エコノキ科 Pterostyrax corymbosa Seib.et.ZUCC アサガラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
エコノキ科 Pterostyrax corymbosa Seib.et.ZUCC アサガラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
エコノキ科 Pterostyrax corymbosa Seib.et.ZUCC アサガラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
エコノキ科 Pterostyrax corymbosa Seib.et.ZUCC アサガラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29. 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
エコノキ科 Pterostxrax corymbosa Seib. Et. Zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
エコノキ科 Pterostxrax corymbosa Seib. Et. Zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
エゴノキ科 Pterostyrax corymbosa Sieb.et.zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax Corymbosa アサガラ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyray  hispida  Sieb.et Zucc オオバアサガラ 山梨県小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax corymbosa Sieb.et.zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax corymbosa Sieb.et.zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax corymbosa Sieb.et.zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax Corymbosa アサガラ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax Corymbosa アサガラ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax Corymbosa アサガラ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyray  hispida  Sieb.et Zucc オオバアサガラ 山梨県小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyray  hispida  Sieb.et Zucc オオバアサガラ 山梨県小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyray  hispida  Sieb.et Zucc オオバアサガラ 山梨県小菅村 2003.6.29
エゴノキ科 Pterostyrax corymbosa Sieb.et.zucc アサガラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
エゴノキ科 Pterostyray  hispida  Sieb.et Zucc オオバアサガラ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介



エゴノキ科 Styrax japonica Sieb. Et Zucc. エゴノキ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,4,30 武井尚 勝山輝男
エゴノキ科 Pterostyrax hispida Sieb. Et Zucc. オオバアサガラ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1975,6,16 武井尚 林 弥栄
エゴノキ科 Styrax japonica Sieb.et Zucc エゴノキ 神奈川県大和市下鶴間内山 １９８３,５,３０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
エゴノキ科 Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚
エゴノキ科 Styrax japonica Sieb. エゴノキ 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目多摩川東 1998.9.5 武井尚 武井尚 横山昌佳
エゴノキ科 Styrax japonica Sieb. エゴノキ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 武井　尚
エゴノキ科 Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田9丁目 1998.4.10 武井 尚 武井 尚
えごのき科 Styrax obassia ハクウンボク 山梨県北都留群小菅村三頭山
えごのき科 Styrax obassia ハクウンボク 山梨県北都留群小菅村三頭山
えごのき科 Styrax obassia ハクウンボク 山梨県北都留群小菅村三頭山
えごのき科 Styrax obassia ハクウンボク 山梨県北都留群小菅村三頭山
えごのき科 Styrax obassia ハクウンボク 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
えごのき科 Styrax　japonica エゴノキ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
えごのき科 Styrax　japonica エゴノキ 神奈川県川崎市 1998年9月5日 武井尚 武井尚 三輪誠
えごのき科 Styrax　japonica エゴノキ 神奈川県川崎市 1998年9月5日 武井尚 武井尚 三輪誠
えごのき科 Styrax　japonica エゴノキ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
オオカメノキ科 Viburum furcatum Blume ムシカリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオカメノキ科 Viburum furcatum Blume ムシカリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオカメノキ科 Viburum furcatum Blume ムシカリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
オオバコ Plantago lanceolata L.. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 H.Takei 三宮喬
オオバコ Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
オオバコ Plantago lanceolata ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
オオバコ オオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
オオバコ Plantago　lanceolata ヘラオオバコ 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目多摩川土手 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
ｵｵﾊﾞｺ Plantaginaceae ﾄｳｵｵﾊﾞｺ 神奈川県川崎市川崎区大河原１丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚
オオバコ Plantago asiatica L.. オオバコ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉



オオバコ Polygonum longisetum トウオオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩河原1996.6.2 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
オオバコ Plantago asiatica L.. オオバコ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
オオバコ Plantago asiatica L.. オオバコ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
オオバコ Polygonum longisetum トウオオバコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩河原1996.6.2 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
オオバコ Plantago lancealata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
オオバコ Plantago depressa オオバコ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚
オオバコ科 Plantago oleracea L . オオバコ 神奈川県川崎市麻布区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 中谷冴一
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 大久保希
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
オオバコ科 Plantago majoLL, オオバコ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
オオバコ科 Plantago Asiatica L.. オオバコ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1996.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
オオバコ科 Plantago Lanceolata L.. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
オオバコ科 Plantago lanceolata L ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
オオバコ科 Plantago lanceolata L ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 １９９６．４．１３ 武井尚 武井　尚 早川光也
オオバコ科 Plantago asiatica オオバコ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
オオバコ科 Plantago asiatica L.. オオバコ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
オオバコ科 Plantago lanceolata L . ヘラオオバコ 神奈川県川崎市幸区幸町2丁目　多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
オオバコ科 Plantago japonica Fr.et.Sav. トウオオバコ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目多摩川原 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
オオバコ科 P. asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川土手 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
オオバコ科 Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
オオバコ科 Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.4.8 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
オオバコ科 P.japonica Fr.et Sav. トウオオバコ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
オオバコ科 P.asistica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
オオバコ科 Plantago lanceolata L.. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.25
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.26
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.25
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.26
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.25 片山彰 片山彰
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.26 片山彰 片山彰



オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996,11,10 武井尚 武井尚
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤惇 伊藤惇
オオバコ科 Plantago asiatica L.. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
オオバコ科 Plantago asiatica L.. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 山城　裕貴山城　裕貴
オオバコ科 Plantago asiatica L. ケバノオオバコ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
オオバコ科 Plantago asiatica L オオバコ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22
オオバコ科 Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市幸区南加瀬５丁目 1997.6.8 武井尚 武井尚 神村佑
オオバコ科  Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 7 28 武井尚 武井尚 宋玉
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
オオバコ科 Plantago asiatica L. オオバコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 渡邊陽介
オシダ Athyrium mesosorum (Makino)Makino ヌリワラビ 山梨県小菅村 2003.6.29
オシダ Athyrium mesosorum (Makino)Makino ヌリワラビ 山梨県小菅村 2003.6.29
オシダ Athyrium mesosorum (Makino)Makino ヌリワラビ 山梨県小菅村 2003.6.29
オシダ Carthamus Serratus ベニシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1982.4.11 武井尚 伊藤　洋 日向野敏
オシダ ハシゴシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1960.11.3 武井尚 行方　沼東日向野敏
オシダ Carthamus Serratus ベニシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1982.4.11 武井尚 伊藤　洋 日向野敏
オシダ ハシゴシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1960.11.3 武井尚 行方　沼東日向野敏
オシダ Athyrium japonicum シケシダ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
オシダ Dryopteris hondoensis ｵｵﾍﾞﾆｼﾀﾞ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
オシダ Cyclosorus acuminatus ホシダ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
オシダ Dryopteris erythrosora ベニシダ 神奈川県川崎市中東区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
オシダ Dryopteris erythrosora ベニシダ 神奈川県川崎市中東区上小田中６丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
オシダ Athyrium niponicum イヌワラビ 神奈川県川崎市中東区上小田中６丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
オシダ Athyrium niponicum イヌワラビ 神奈川県川崎市中東区新丸子東町 １９９７．６．２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
オシダ Athyrium niponicum イヌワラビ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
オシダ ﾔﾌﾞｿﾃﾂ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
オシダ Athyrium niponicum イヌワラビ 神奈川県川崎市官前区１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚
オシダ Lastrea　tenericaulis ミドリヒメワラビ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
オシダ Athyrium mesosorum (Makino)Makino ヌリワラビ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
オシダ Athyrium mesosorum (Makino)Makino ヌリワラビ 山梨県小菅村 2003.6.29
オシダ Cyrtomium fortunei J. Sm. ヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 H. Takei
オシダ matteuccia struthiopteris クサソテツ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 武井尚 武井尚
オシダ ヤブソテツ 神奈川県川崎区小田7丁目 1996.6.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
オシダ ヤブソテツ 神奈川県川崎区小田7丁目 1996.6.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
オシダ科 Acystoperis　tenuisecta フライウスヒメワラビ 山梨県小菅村 2003.6．32
オシダ科 Acystoperis　tenuisecta フライウスヒメワラビ 山梨県小菅村 2003.6．32
オシダ科 Acystoperis　tenuisecta フライウスヒメワラビ 山梨県小菅村 2003.6．32
オシダ科 Athyrium niponicum (Mett.) Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6.14 武井尚 Kokubo Nakayama木本敬行
オシダ科 Crytomium falcatum (L.f.) Dr.devexiscapulae Koidzナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目公園 1996.6.12 武井尚 Kokubo Nakayama木本敬行
オシダ科 ｃｙｒｔmium fortunei J.Sm オシダ 神奈川川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井尚 kokubo,nakayama坂本慎司



オシダ科 Gymnocarpium jeppoense Koidz イワウサギシダ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 伊藤洋 土屋　利法
オシダ科 Lastrea thelyptetis Bory ヒメシダ 長野県南佐久郡北相木村下新井 1968.9.12 武井尚 伊藤洋 土屋　利法
オシダ科 Dryopteris erythrosora O.ktze ベニシダ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場４丁目 1996.5.14 武井尚 T.Katsuyama土屋　利法
オシダ科 Dryopteris bissetiana C.chr ヤマイタチシダ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.3 武井尚 T.Katsuyama土屋　利法
オシダ科 Woodsia manchuriensis Hook. フクロシダ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 伊藤洋 土屋　利法
オシダ科 Phegopteris decursive-pinnata (var Hall) Fee オシダ 神奈川県川崎市高津区久本一丁目 1996.6.10 武井尚 武井尚 中谷冴一
オシダ科 イヌワラビ 神奈川県川崎市川崎区浜町３丁目 1996.7.22 武井尚 中山 宮沢直邦
オシダ科 Acystoperis　tenuisecta フライウスヒメワラビ 山梨県小菅村 2003.6．32 村上秀行 村上秀行 村上秀行
オシダ科 Aspidiaceae Cyrtomium falcatum(L.F.)Pr. オニヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区浮島町公園内 1996.8.25 武井尚 山口善子
オシダ科 Aspidiaceae Cyrtomium devexiscapulae KidZ. ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区観音2丁町 1996.9.4 武井尚 Kokubo et Nakayama山口善子
オシダ科 Aspidiaceae Cyrtomium fortuei J.S. ヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁 1996.9.11 武井尚 H-takei 山口善子
オシダ科 Aspidiaceae Athyrium niponicum(Mett.)Henceイヌワラビ 神奈川県川崎市幸区小倉公園内 1997.6.8 武井尚 Kokubo et Nakayama山口善子
オシダ科 Cyrtomium fortunei ヤブソテツ 東京都町田市常磐町種入 1992,4,6 武井尚 武井尚
オシダ科 Ｄｒｙｏｐｔｅｉｓ　ｅｒｙｔｈｒｏｓｏｒａ　（Ｅａｔｏｎ）Ｏ．Ｋｔｚｅベニシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．１４ 武井尚 勝山輝男 渡邊陽介
オシダ科 Ｄｒｙｏｐｔｅｉｓ　ｅｒｙｔｈｒｏｓｏｒａ　（Ｅａｔｏｎ）Ｏ．Ｋｔｚｅベニシダ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．６．１９ 武井尚 勝山輝男 渡邊陽介
オシダ科 Cyrtomium　fortunei　J.Sm ヤブソテツ 神奈川県川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 H．Takei
オシダ科 Cyrtomium　fortunei　J.Sm ヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区浮島町公園内 1996.7.22 武井尚 H．Takei
オシダ科 Cyrtomium　falcatum　(L.ｆ.)　Pr. オニヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区浮島町公園内 1996.4.24 武井尚 不明
オシダ科 C.devexiscapuae　Koidz ヤガハヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目 1996.9.11 武井尚 Kokutaet　nakayama
オシダ科 C.devexiscapuae　Koidz ヤガハヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10 武井尚 Kokutaet　nakayama
オシダ科 Lastrea viridifrons ミドリヒメワラビ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 片柳圭
オシダ科 Athyrium　clivicola イヌワラビ 東京都町田市小山田町 1992.4.29 武井尚 片柳圭
オシダ科 Athyrium Niponicum イヌワラビ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
オシダ科 Crytomium  fortunei  J.Sm ヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井　尚 大場　達之
オシダ科 Athyrium  niponicum(Mett.)Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目 1996.5.10 武井　尚 武井　尚
オシダ科 Crytomium  devexiscapulae  Koidz ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市幸区戸平４丁目 1996.6.20 武井　尚 Kokubo.et Nakayama
ｵｼﾀﾞｶ Onoclea orientalis ﾉｶﾝｿﾞｳ 神奈川県多摩区栗谷 1994.6.28 武井尚 武井尚
オシダ科 ヒメシダ 神奈川県川崎市 1998年9月1日 武井尚 武井尚 三輪誠
オシダ科 Cyrtomium fortunei ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
オシダ科 Lastrea tenericaulia ミドリヒメワラビ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
オシダ科 Cycus revoluta Thunberg. ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1998.10.20 武井尚 勝山輝男 横山昌佳
オシダ科 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.6.12 武井　尚 勝山　輝男深田　優
オシダネ科 Athrium niponicum(METT,)Hance イヌワラビ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
オシダ科 Cyrtomium fortunei J.Sm ヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 宋玉
オシロイバナ Mirabilis jalapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 三宮喬
オシロイバナ Mirabilis jalapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
オシロイバナ Mirabilis jalapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市高津区諏訪二丁目多摩川東 1998.9.5 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
オシロイバナ Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市幸辺小向 1996.6.20 武井　尚 武井　尚



オシロイバナ科 Mirabilis jalapa L オシロイバナ 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
オシロイバナ科 Mirabilis Jalapa L.. オシロイバナ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
オシロイバナ科 Mirabilis Jalapa L.. オシロイバナ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
オシロイバナ科 Mirabilis falapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 重田拓郎
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa L.. オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa L. オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
オシロイバナ科 Mirabilis jalapa L オシロイバナ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
オトギリソウ sarothra laxa (blume) y.kimura hypiricum laxum(blume)koidzコケオトギリ 神奈川県川崎市宮前区水沢2丁目 1950.8.13 武井尚 檜山康三
オトギリソウ hypericum pseudopetiolatum r.keller サワオトギリ 長野県茅野市池の平 1952.7.25 武井尚 檜山康三
オトギリソウ var.caespitosum makino フジオトギリ 長野県諏訪市霧が峰車山湿原 1963.8.10 武井尚 檜山康三
オトギリソウ Ｈｙｐｅｒｉｃｕｍ　ｅｒｅｃｔｕｍ　Ｔｈｕｍｂ． オトギリソウ 長野県小県郡武石村美ヶ原 1954.8.18 武井　尚 檜山庫之 星野哲宏
オトギリソウ Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
オトギリソウ Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オトギリソウ Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オトギリソウ Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オトギリソウ Hypericum chinese L. var salicifolium Y.Kimuraビョウヤナギ 東京都小金井市貫井北町4丁目　大学構内 2000.5.30 石川　裕子武井　尚
オトギリソウ科 Hypericum sikoku-montanum Makino タカネオトギリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
オトギリソウ科 Hypericum chinense L ビヨウヤナギ 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
オトギリソウ科 Hypericum sikokumontanum Makino 東京都目黒区大橋 2003.7.8 北條翔子 北條翔子 北條翔子
オトギリソウ科 Hypericum pseudopetiolatum サワオトギリ 長野県北安雲郡小谷村大綱 1958.8.2 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
オトギリソウ科 Hypericum patulum キンシバイ 島根県鹿足郡津和野町堀庭園 1975.12.27 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
オトギリソウ科 トガクシオトギリ 長野県北安雲郡小谷村雨飾山頂 1959.8.3 武井尚 大場達之 宮沢直邦
オトギリソウ科 Sarothra laxa コケオトギリ 長野県北佐久郡北御牧村御牧原      ? 武井尚     ? 宮沢直邦
オトギリソウ科 Sarothra laxa コケオトギリ 神奈川県大和市福田根下 1988.7.26 武井尚 大場達之 宮沢直邦
オトギリソウ科 Hypericum kamtschticum イワオトギリ 長野県北安雲郡白馬村白馬尻 1954.7.27 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
オトギリソウ科 Guttiferae Htpericum erectum Thunb. オトギリソウ 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原 1952.8.20 武井尚 檜山康三 山口善子
オトギリソウ科 Guttiferrae Hypericum chinese L. ビヨウヤナギ 東京学芸大学環境教育実践施設農園 2003.7.3 山口善子 山口善子 山口善子
オトギリソウ科 Hypericum sikoku-montanum Makino タカネオトギリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
オトギリソウ科 Hypericum sikoku-montanum Makino タカネオトギリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
オトギリソウ科 Hypericum　pseudopetiolatum サワオトギリ 長野県上水内郡戸隠村隠山奥社 1955.8.10 武井尚 檜山庫三
オトギリソウ科 Hypericum  erectum  Thunb オトギリソウ 長野県小県郡真田町鳥帽子岳 1951.8.10 武井　尚 大場　達之
オトギリソウ科 Ｈｙｐｅｒｉｃｕｍ erectum Ｔｈｕｎｂ オトギリソウ 長野県諏訪市霧が峰湿原 1952.7.25 武井尚 檜山康三
オトギリソウ科 Ｈｙｐｅｒｉｃｕｍ erectum Ｔｈｕｎｂ オトギリソウ 長野県茅野市蓼科渋温泉 1960.8.1 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
オトギリソウ科 Ｈｙｐｅｒｉｃｕｍ Ａｓｃｙｒｏｎ Ｌ． トモエソウ 長野県茅野市蓼科山麓 1950.8.13 武井尚 檜山康三
オトギリソウ科 Ｓａｒｏｔｈｒａ laxa Ｙ．　Ｋｉｍｕｒａ コケオトギリ 長野県諏訪郡富士見町 1963.8.10 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
オトギリソウ科 Hypericum sikoku-montanum Makino タカネオトギリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
オトギリソウ科 Hypericum erectum THUNB オトギリソウ 長野県諏訪市霧ケ峰湿原 1948.8.17 武井尚 檜山康之
オトギリソウ科 Hypericum Ascyron L. トモエソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 檜山康之
オトギリソウ科 Hypericum Ascyron L. トモエソウ 長野県諏訪郡富士見町入笠岳 1963.8.10 武井尚 檜山康之
オトギリソウ科 Hypericum erectum Thunb オトギリソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 檜山康之



オトギリソウ科 Hypericum erectum Thunb オトギリソウ 長野県諏訪郡富士見町入笠岳 1963.8.10 武井尚 檜山康之
オトギリソウ科 Hypericum erectum Thunb オトギリソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1963.8.10 武井尚 檜山康之
オヒシバ科 Eleusine indica(L.)GAERTN オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
オミナエシ科 Valerianella olitoria ノヂシャ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,19 水木智草 水木智草
オミナエシ科 Patrinia triloba (Mig)Mig.var palmata キンレイカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オミナエシ科 Valerianella olitoria ノヂシャ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,19
オミナエシ科 Patrinia villosa Juss. オトコエシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オミナエシ科 Patrinia triloba (Mig)Mig.var palmata キンレイカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オミナエシ科 Valerianella olitoria ノヂシャ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,19
オミナエシ科 Patrinia villosa Juss. オトコエシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オミナエシ科 Patrinia villosa Juss. オトコエシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
オミナエシ科 Patrinia triloba (Mig)Mig.var palmata キンレイカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オミナエシ科 Patrinia triloba (Mig)Mig.var palmata キンレイカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
オミナエシ科 V.flaccidissima MAXIM ツルカノコソウ 東京都町田市野津田町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
オモダカ Ｓａｇｉｔｔａｒｉａ　ｔｒｉｆｏｌｉａ オモダカ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
オモダカ科 Alismataceae Sagittaria trifolia L. オモダカ 長野県南佐久郡北相木村喜ノ平 1998.8.24 武井尚 H-takei 山口善子
オモダカ科 Alisma Plantago-oquatica L. サジオモダカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 片山彰 片山彰 片山彰
オモダカ科 Sagittaria trifolia L. オモダカ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
オモダカ科 Alisma Plantago-oquatica L. サジオモダカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オモダカ科 Alisma Plantago-oquatica L. サジオモダカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
オラクサ科 Boehmeria nivea(Li)GAUD.subsp.nipponon ivea(KOIPZ)KITAMクサマオ 神奈川県川崎市高津已久末 1998.10.10 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
カエデ Acer Sieboldianum ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
カエデ Acer palmatum タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
カエデ Ａｃｅｒｔｅｃｈｏ　ｎｏｓｋｉｌ ミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カエデ Acer tenuifolium ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カエデ Acer Sieboldianum ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
カエデ Acer Sieboldianum ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
カエデ Acer Sieboldianum ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
カエデ Acer palmatum タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
カエデ Acer palmatum タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
カエデ Acer palmatum タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
カエデ Ａｃｅｒｔｅｃｈｏ　ｎｏｓｋｉｌ ミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
カエデ Ａｃｅｒｔｅｃｈｏ　ｎｏｓｋｉｌ ミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
カエデ Ａｃｅｒｔｅｃｈｏ　ｎｏｓｋｉｌ ミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カエデ Acer tenuifolium ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
カエデ Acer tenuifolium ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
カエデ Acer tenuifolium ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7



カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カエデ Acer palmatum タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
カエデ Acer Sieboldianum ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
カエデ Acer tenuifolium ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
カエデ ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
カエデ Acer tenuifolium ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
カエデ Ａｃｅｒｔｅｃｈｏ　ｎｏｓｋｉｌ ミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 長野県北佐久郡荒船山 6.29.1961 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer cissifolium K. ﾐﾂﾃﾞｶｴﾃﾞ 富山県黒部釣鐘 8.30.1979 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer nipponicum Hara A. ﾃﾂｶｴﾃﾞ 長野県白馬岳（猿岳） 6.26.1954 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer nipponicum Hara A. ﾃﾂｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村御座山 8.26.1971 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer rufinerve Sieb. ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ 東京都伊豆大島 9.20.1950 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer rufinerve Sieb. ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ 群馬県尾瀬鳩待峠 6.25.1951 武井 尚 檜山 康三 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer japonicum Thumb. ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 山形羽黒山 8.3.1981 武井 尚 林 弥栄 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer japonicum Thumb. ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 群馬県大嶺山 8.10.1961 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer micranthum Sieb. ｺﾐﾈｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村御座山 8.7.1973 武井 尚 林 弥栄 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer micranthum Sieb. ｺﾐﾈｶｴﾃﾞ 長野県上水内郡鬼無里村自然園 8.26.1969 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer carpinifolium Sieb. ﾁﾄﾞﾘﾉｷ ﾔﾏｼﾊﾞｶｴﾃﾞ長野県南佐久郡茂来山 8.10.1965 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer carpinifolium Sieb. ﾁﾄﾞﾘﾉｷ ﾔﾏｼﾊﾞｶｴﾃﾞ長野県上伊那郡釜無白岩岳 8.26.1967 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｵｵﾓﾐｼﾞ 長野県南佐久郡北相木村御座山 8.25.1986 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｵｵﾓﾐｼﾞ 東京都町田市小山田町 8.12.1979 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｵｵﾓﾐｼﾞ 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 8.3.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｵｵﾓﾐｼﾞ 長野県岡谷市堀の内 8.14.1982 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 静岡県富士白糸の滝 8.2.1962 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 神奈川県横浜市戸塚上倉田町 1.4.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町 8.17.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 東京都大和市上草柳泉の森 6.25.1983 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 東京都大和市中の原 1.14.1983 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer palmatum Thunb. ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 東京都大和市大鶴間山谷 5.8.1984 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 長野県諏訪郡富士見町釜無 8.27.1967 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 長野県北安曇郡小谷村 8.2.1958 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer sieboldianum Miq. ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村栂峠 9.3.1987 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer sieboldianum Miq. ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県木曽賎母山 8.2.1968 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer crataegifoliun Sieb. ｳﾘｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 4.30.1971 武井 尚 林 弥栄 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer crataegifoliun Sieb. ｳﾘｶｴﾃﾞ 群馬県尾瀬ヶ原 7.24.1951 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Ginnala Maxim. ｶﾗｺｷﾞｶｴﾃﾞ 長野県茅野市蓼科山麓 8.24.1951 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Ginnala Maxim. ｶﾗｺｷﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡茂来山 8.16.1965 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Ginnala Maxim. ｶﾗｺｷﾞｶｴﾃﾞ 群馬県尾瀬ヶ原 7.22.1951 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer tenuifolium Koidz. ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県北安曇雨飾山 8.3.1959 武井 尚 林 弥栄 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer tenuifolium Koidz. ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村御来山 7.25.1986 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 東京都大和市谷戸頭 8.10.1989 武井 尚 萩原武史



ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 山形県山形市山奈 8.4.1981 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県厚木市岡津古久町森ﾉ下 8.6.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県上水内郡鬼無里村自然園 8.26.1969 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県厚木市飯山町元林 6.6.1984 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県厚木市温水町 7.17.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 山形県羽黒山 8.3.1981 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer mono Maxim. ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 8.29.1985 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Monovar. Connivens Hara ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村西ﾉ沢 8.7.1982 武井 尚 林 弥栄 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Monovar. Connivens Hara ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村西ﾉ沢 8.2.1982 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Monovar. Connivens Hara ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 群馬県榛名山 5.30.1954 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Monovar. Connivens Hara ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県木曽賎母山 8.2.1968 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Monovar. Connivens Hara ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 東京都大和市福田 10.6.1990 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Buergericanum Miq. ﾄｳｶｴﾃﾞ 東京都大和市上和田 8.30.1983 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Buergericanum Miq. ﾄｳｶｴﾃﾞ 東京都大和市下鶴間山谷 6.17.1986 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Buergericanum Miq. ﾄｳｶｴﾃﾞ 東京都葛飾区平井町 9.4.1988 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Buergericanum Miq. ﾄｳｶｴﾃﾞ 東京都深大寺付近 8.7.1960 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ Acer Buergericanum Miq. ﾄｳｶｴﾃﾞ 東京都大和市中の原 1.14.1983 武井 尚 萩原武史
ｶｴﾃﾞ AcerrufinerveSieb.etZucc ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村大峠 1985.5.23 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcercrataegifoliumSieb.etZucc ｳﾘｶｴﾃﾞﾒｳﾘﾉｷ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1971.4.30 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerukurunduenseTreutv.etmey ｵｶﾞﾗﾊﾞﾅ 長野県下高井郡志賀高原佐々ヶ岳 1952.8.20 武井尚 檜山庫三 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcercarpinifoliumSieb.et.Zucc ﾁﾄﾞﾘﾉｷ ﾔﾏｼﾊﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡佐久町茂木山 1965.8.10 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcercarpinifoliumSieb.et.Zucc ﾁﾄﾞﾘﾉｷ ﾔﾏｼﾊﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村三滝山 1976.5.31 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerShirasawanumKoidz ｵｵｲﾀﾔﾒｲｹﾞﾂ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1971.8.26 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerjaponicumThunb ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県尼水内郡鬼無里村自然園 1969.8.26 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerjaponicumThunb ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村柚峠 1965.8.11 井出仁広屋奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerjaponicumThunb ﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerGinnalaMaxim ｶﾗｺｷﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村坂上 1986.5.24 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerrufinerveSief ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcermonoMaxim ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.4.30 武井尚 大場達之 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcermonoMaxim ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ ｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 神奈川県厚木市林町金井 1985.6.6 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ AcerargutumMaxim ｱｻﾉﾊｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村四源山 1979.8.6 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ A.palmatumsubsp.septemlofumKoidz ｵｵﾓﾐｼﾞ 長野県南佐久郡北相木村相沢 1971.8.26 武井尚 林称栄 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ A.pictumvar.connivensNichols ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1962.7.28 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｶｴﾃﾞ A.pictumvar.connivensNichols ｳﾗｹﾞｴﾝｺｳｶｴﾃﾞ 長野県南佐久郡北相木村向手 1988.8.11 武井尚 武井尚 清遠貴文
カエデ科 Acre palmatum Thumb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
カエデ科 Acre palmatum Thumb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
カエデ科 Acre palmatum Thumb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
カエデ科 Acre palmatum Thumb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
カエデ科 Acre palmatum Thumb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
カエデ科 Acer Shirasawanum オオイタヤメイゲツ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
カエデ科 Acer micranthum コミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
カエデ科 Acer palmatum イロハモミジ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 １９９９．９．１９ 武井　尚 武井尚 山本教裕
カエデ科 A.pictum var.connivens Nichols.,A Mono var.connivens(Nichols.)Hara,A.Mono var.nikkoense Honda,A.Mono var.marmoratumform.connivens (Nichols.)Renderウラゲエンコウカエデ 東京都町田市図師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 和田綾子



カエデ科 Acer Shirasawanum オオイタヤメイゲツ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer micranthum コミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer Sieboldianum Mia コハウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
カエデ科 Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz. ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
カエデ科 Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.)K.Koch ミツデカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
カエデ科 Acer Shirasawanum オオイタヤメイゲツ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer micranthum コミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer Sieboldianum Mia コハウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
カエデ科 Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz. ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
カエデ科 Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.)K.Koch ミツデカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
カエデ科 Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz. ヒナウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
カエデ科 Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.)K.Koch ミツデカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
カエデ科 Acer Shirasawanum オオイタヤメイゲツ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer micranthum コミネカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
カエデ科 Acer Sieboldianum Mia コハウチワカエデ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
カエデ科 Acer mono Maxim. var. connivens (Nichols.) Haraウラゲエンコウカエデ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
カエデ科 Acer mono Maxim. var. connivens (Nichols.) Haraウラゲエンコウカエデ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
カエデ科 Acer palmatum Thunb. イロハモミジ 神奈川県川崎市高津区上作延緑が丘霊園 1998.10.20 武井尚 武井尚
カエデ科 Acer palmatum  Thunb. タカオカエデ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 小林立明 小林立明
カエデ科 Subsp.drssectum (Wesmael)Ohashi A.Mono  var.marmoratum (Nichols.)Haraイタヤカエデ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 武井尚
カエデ科 Acer pictum var. connivens Nichols ウラゲエンコウカエデ 不明 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 近藤直紀
カエデ科 Acer palmatum Thunb. イロハモミジ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.6.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
カエデ科 Acer palmatum イロハモミジ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1993.8.4 武井尚 武井尚 上田香織
カエデ科 Acer tschnoskii Maxim ミネカエデ 長野県下高井郡志賀高原　笠ヶ岳 1952.8.20 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer japonicum Thunb ハウチワカエデ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井　尚 奥山　春季木下　瑛治
カエデ科 Acer japonicum Thunb ハウチワカエデ 長野県北安曇郡小谷村小谷温泉付近 1958.8.2 武井　尚 檜山　庫之木下　瑛治
カエデ科 Acer japonicum Thunb ハウチワカエデ 長野県南佐久群北相木村　寄せ沢 1979.8.12 武井　尚 奥山　春季木下　瑛治
カエデ科 Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz ヒナウチワカエデ 長野県諏訪郡富現町　白岩ヶ岳 1967.8.27 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer nipponicum Hara テツカエデ 長野県上水内群鬼無里村自然園 1969.8.26 武井　尚 奥山　春季木下　瑛治
カエデ科 Acer carpinifolium Sieb et Zucc チドリノキヤマシバカエデ 長野県南佐久群北相木村　深沢 1971.8.26 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer carpinifolium Sieb et Zucc チドリノキヤマシバカエデ 長野県南佐久群北相木村越ヶ岳 1976.5.31 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer micranthum Siebold et Zuccarini コミネカエデ 長野県茅野市　蓼科山 1953.8.8 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer micranthum Siebold et Zuccarini コミネカエデ 長野県南佐久群北相木村御座山 1973.8.7 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer amoenum Hara オオモミジ 長野県南佐久群北相木村御座山 1986.7.25 武井　尚 大場　達之木下　瑛治
カエデ科 Acer crataegifolium Siebold et Zuccarini ウリカエデ 長野県南佐久群北相木村木次 1988.5.5 武井　尚 大場　達之木下　瑛治
カエデ科 Acer crataegifolium Siebold et Zuccarini ウリカエデメウリノキ 長野県南佐久群北相木村大平 1983.7.31 武井　尚 林　弥栄 木下　瑛治
カエデ科 Acer crataegifolium Siebold et Zuccarini ウリカエデメウリノキ 長野県南佐久群北相木村水上 1985.5.24 乗永　允実大場　達之木下　瑛治
カエデ科 Acer pictum var.connivens Nichols. ウラゲエンコウカエデ 長野県諏訪郡高場村白岩ヶ岳 1967.8.27 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer pictum var.connivens Nichols. ウラゲエンコウカエデ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1965.8.11 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer pictum var.connivens Nichols. ウラゲエンコウカエデ 長野県南佐久郡北相木村西沢 1982.8.7 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer pictum var.connivens Nichols. ウラゲエンコウカエデ 長野県南佐久郡北相木村栂峠 1965.8.11 武井　尚 林　弥栄
カエデ科 Acer subsp.Savatieri Ohasi A. イトマキイタヤモトゲイタヤ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1989.7.15 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer palmatum Thunb. イロハモミジ 神奈川県大和市福田神明社付近 1989.4.1 武井　尚 武井　尚



カエデ科 Acer palmatum Thunb. イロハモミジ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.5.16 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer palmatum Thunb. イロハモミジ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 1985.4.17 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer Shirasawanum Koidz. オオイタヤメイゲツ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1972.7.30 武井　尚 林　弥栄
カエデ科 Acer tenuifolium Koidz. ヒナウチワカエデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井　尚 檜山　庫之
カエデ科 Acer argutum Maxim. アサノハカエデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1970.8.27 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer japonicum Thunb. ハウチワカエデ 長野県上水内郡鬼無里村自然園 1969.8.26 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer nipponicum Hara. テツカエデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer distylum Sieb.et Zucc. ヒトツバカエデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1975.6.16 武井　尚 林　弥栄
カエデ科 Acer carpinifolium Sieb.et Zucc. チドリノキ（ヤマシバカエデ） 長野県南佐久郡北相木村御座山 1975.6.16 武井　尚 林　弥栄
カエデ科 Acer micranthum Sieb.et Zucc. コミネカエデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1989.7.15 武井　尚 武井　尚
カエデ科 Acer micranthum Sieb.et Zucc. コミネカエデ 長野県南佐久郡北相木村四方東山 1973.8.6 武井　尚 林　弥栄
カエデ科 Acer amoenun Hara A. オオモミジ 長野県南佐久郡佐久町茂来山 1965.8.10 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer cartaegifolium .et Zucc. ウリカエデ（メウリノキ） 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1962.7.28 武井　尚 奥山　春吾
カエデ科 Acer rufinerve Sieb.et Zucc. ウリハダカエデ 長野県諏訪郡高場村白岩ヶ岳 1967.8.27 武井　尚 奥山　春吾
かえで科 ハウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ヒナウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 Acer micran thum コミネカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ハウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ハウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ハウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ヒナウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ヒナウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ヒナウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 Acer micran thum コミネカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 Acer micran thum コミネカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 Acer micran thum コミネカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山
かえで科 ハウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
かえで科 ヒナウチワカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
かえで科 Acer micran thum コミネカエデ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ガガイモ科 Metaplexis Japanica(THUNB)MAK, ガガイモ 神奈川県川崎市幸区都町南阿東公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ガガイモ科 Cynanchum caudatum イケマ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,29 水木智草 水木智草
ガガイモ科 Metaplexis japonica (Thunb.) Mak. ガガイモ 神奈川県　川崎市　高津区　久米 1999.9.13 武井尚 武井尚 松岡みずき
ガガイモ科 Metaplexis japonica Makino ガガイモ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ガガイモ科 Cynanchum caudatum イケマ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,29
ガガイモ科 Cynanchum sublan ceolatum (Miq.) Matsum.var.コバノカモメヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ガガイモ科 Marsdenia tomentosa Morr.et Decne キジョラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ガガイモ科 Cynanchum caudatum イケマ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,29
ガガイモ科 Cynanchum sublan ceolatum (Miq.) Matsum.var.コバノカモメヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ガガイモ科 Marsdenia tomentosa Morr.et Decne キジョラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ガガイモ科 Cynanchum sublan ceolatum (Miq.) Matsum.var.コバノカモメヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ガガイモ科 Marsdenia tomentosa Morr.et Decne キジョラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ガガイモ科 Tylophora aristolochioides Mid. オオカモメヅル 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999,5,22 武井尚 武井尚
ガガイモ科 Metaplexis Japonica(Thunb)Mar. ガガイモ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 小林立明



ガガイモ科 Metaplexis japonica (THUNB.) MAK. ガガイモ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ガガイモ科 Metaplexis japonica (THUNB.) MAK. ガガイモ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カガノリグサ科 Fimbristylis dichotoma (L .) VAHL カガノリグサ 神奈川県川崎市多摩区枡形六丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
カキノキ Diospyros kaki Thunb. カキノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1960.10.1 武井　尚 槍山　庫之
カキノキ科 Diospyros Kaki カキノキ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1996.05.30 武井尚 T.Katsuyama兵働隆志
カキノキ科 Diospyros Kaki カキノキ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
カキノキ科 Diospyros Kaki Thunb カキノキ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
カキノキ科 Diospyros Kaki Thunb. カキノキ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.24 武井尚 武井尚
カキノキ科 Dionpyros kaki Thunb. カキノキ 神奈川県川崎市中東区新丸子東 1997.6.2 武井尚 武井尚 横山昌佳
カキノキ科 Diospyros Kaki  Thunb.D.Kaki var.domestica Makino.var sylvestris Makinoカキノキ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 小林立明 小林立明
カキノキ科 Diospyros kaki Thunb カキノキ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚
カキノシタ科 Hydrangea　(Thub．)rakinomacrphylla　sloasp　serraiaヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．41
カキノシタ科 Hydrangea　(Thub．)rakinomacrphylla　sloasp　serraiaヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．41
カキノシタ科 Hydrangea　(Thub．)rakinomacrphylla　sloasp　serraiaヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．41
カキノシタ科 Hydrangea　(Thub．)rakinomacrphylla　sloasp　serraiaヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．41 村上秀行 村上秀行 村上秀行
カシノキ科 Carpinus lapiflora (Sieb. et Zucc.) Blume アカシデ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
カセツリグサ科 Carex pruinosa ゴウソ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目 1999.5.22 武井尚 武井尚 大久保希
カタツリグサ科 Carex Brownii Tuckerm.var.dissociata T.Koyama.ヤワラスゲ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.4.12 武井　尚 武井　尚
カタバミ oxalis articulata savigny フシネハナカタバミ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 H-Takei 
カタバミ oxalis articulata savigny フシネハナカタバミ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 H-Takei 
カタバミ oxalis corymbosa dc. ムラサキカタバミ 東京都小金井市 2003.7.3 高柳友美 高柳友美
カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
カタバミ Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
カタバミ Oxalis Articulata イモカタバミ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
カタバミ Oxalis Articulata イモカタバミ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区本町二丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚 半谷純也
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
カタバミ Oxalis corymbosa ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区大師河原東２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
カタバミ Oxaris corniculate カタバミ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
カタバミ Oxalis corniculate ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
カタバミ Oxalis corniculate ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
カタバミ Oxaris corniculata カタバミ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
カタバミ Oxalis corniculata L. アカカタバミ（品種名）、カタバミ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei
カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 H.Takei
カタバミ oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区山田二丁目 武井尚 武井尚
カタバミ Oxalis  corniculata カタバミ 神奈川県川崎市宮前区菅生 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
カタバミ Ｏｘａｌｉｓ ｃｏｒｎｉｃｕｌａｔａ カタバミ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
カタバミ Ｏｘａｌｉｓ ｃｏｒｙｍｂｏｓａ ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
カタバミ Oxalis comiculate カタバミ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉



カタバミ ウスアカカタバミ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
カタバミ Oxalis comiculate カタバミ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
カタバミ ウスアカカタバミ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
カタバミ Oxalis corniculata f. tropaeolides ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 金子尚晃

カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ
神奈川県川崎区小田町２丁目

19960911 武井尚 武井尚 小林　源地

カタバミ Oxalis corniculata L.f tropaeloides ウスアカカタバミ
神奈川県川崎区小田町３丁目

19960911 武井尚 武井尚 小林　源地
カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川合伴実
カタバミ Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1998．5.31 武井尚 武井尚 西村俊
カタバミ科 Oxalis corniculata f. tropaeoloides ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1998.9.5 武井尚 武井尚 西村俊
カタバミ科 Oxalis corymbosa ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
カタバミ科 Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corymbosa ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区池上新町3公園内 1996/7/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
カタバミ科 Oxalis variabilis アカカタバミ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 土屋　利法
カタバミ科 Oralis corniculate L . カタバミ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.06.05 武井尚 武井尚 兵働隆志
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
カタバミ科 Oxalis corniculata カタバミ 神奈川県川崎市川崎区 1999.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC ムラサキカタバミ 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区旭町２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 大久保希
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚 大久保希
カタバミ科 Oxalis corniculata L. forma tropaeoloides (Schlacht.) R. Knuthウスアカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
カタバミ科 Oxalis corniculata L. forma tropaeoloides (Schlacht.) R. Knuthウスアカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 1996.9.4 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
カタバミ科 Oxalis corniculata L.forma rubrifolia Mkino アカカタバミ 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
カタバミ科 Oxalis articulata SAVIGNY フミネハナカタバミ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 １９９６，６／１２武井尚 武井尚 香月正樹
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市幸区古市場二丁目 １９９６，６／２０武井尚 武井尚 香月正樹
カタバミ科 Oxalis corniculata f. tropaeoloides ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
カタバミ科 Oxalis Corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目児童公園 1997.05.28 武井尚 武井尚 酒井玲奈
カタバミ科 Oxalis Corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
カタバミ科 Ｏｘａｌｉｓ　ａｒｔｉｃｕｌａｔａ　ＳＡＶＩＧＮＹ フシネハナカタバミ イモカタバミ神奈川県川崎市中原区今井上町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
カタバミ科 Oxalis corybosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 重田拓郎
カタバミ科 Oxalidaceae corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
カタバミ科 Ｏｘａｌｉｓ　ｃｏｒｙｍｂｏｓａ　ＤＣ． ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
カタバミ科 Oxalis corniculat L.. カタバミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
カタバミ科 Oxalis corymbasa DC． ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC． ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7・26 武井尚 武井尚 堤雄太
カタバミ科 Oxalis corniculat L.. カタバミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１



カタバミ科 Oxalis corniculat L.. カタバミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
カタバミ科 Oxalis Corymbosa ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目 1996.11.6 武井尚 H.takei
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. アカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚
カタバミ科 Oxalis corniculata  L . カタバミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
カタバミ科 Oxalis corymbosa  DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.07.06 武井尚 武井尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L. f. tropaeoloides (Schlacht.) R. Knuthウスアカカタバミ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
カタバミ科 Oxalis corniculata　 L.　forma rubrifolia (Makino)Haraアカカタバミ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
カタバミ科 Oxalis corymbasa DC. ムラサキカタバミ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
カタバミ科 Oxalis corniculate L. カタバミ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
カタバミ科 Oxalis cornicuiata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. f. tropaeoloides (Schlacht.) R. Knuthウスアカカタバミ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 深田　優
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 １９９６．６．２９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
カタバミ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市宮前区木本町２丁目 1999.5.2 武井尚 武井尚
かたばみ科 Oxalis corniculata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市中原区上小田町６丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 神村佑
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市幸区古市場２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 神村佑
カタバミ科 Oxalis corni culata L. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
カタバミ科 Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カタバミ科 Oxalis corniculata f. tropaeoloides ウスアカカタバミ 神奈川県川崎市川崎区境町 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カタバミ科 Oxalis corniculata L.. カタバミ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
カツラ Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai ヒロハカツラ 長野県北安曇郡白馬村猿倉～白馬尻 1954.7.27 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
カツラ Cercidiphyllum japonicum Sieb.et Zucc. カツラ 神奈川県大和市上草柳文ヶ岡 1987.5.6 武井尚 武井尚 宮内健太郎
カハツキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.08.20 武井尚 檜山庫三 王　ウンショウ
カバツキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村深沢 1976.5.31 武井尚 林弥栄
カバツキ科 Carpinus Turczaniovii Hance イマシデ 東京都町田市小野路町 1992.5.12 武井尚 武井尚
カバノキ alnus hirsuta turcz. A.tinctoria sargent,a.sibiricaヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ alnus hirsuta turcz. A.tinctoria sargent,a.sibiricaヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ alnus hirsuta turcz. A.tinctoria sargent,a.sibiricaヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ alnus hirsuta turcz. A.tinctoria sargent,a.sibiricaヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29



カバノキ alnus hirsuta turcz. A.tinctoria sargent,a.sibiricaヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1987.8.6 武井尚 武井尚 日向野敏
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村よしんだ峠 1985.5.22 武井尚 武井尚 日向野敏
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村深沢 1988.5.6 武井尚 高橋　秀男日向野敏
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1987.8.6 武井尚 武井尚 日向野敏
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村よしんだ峠 1985.5.22 武井尚 武井尚 日向野敏
カバノキ Corylus Sieboldinia ツノハシバミ 長野県南佐久郡北相木村深沢 1988.5.6 武井尚 高橋　秀男日向野敏
カバノキ Quercus glauca アラカシ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
カバノキ Quercus glauca アラカシ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
カバノキ Quercus glauca アラカシ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
カバノキ Alnus hirsuta Turcz. var. microphylla (Nakai) Tatewakiタニガワハンノキ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1987.8.8 大場達之
カバノキ carpinus japonica クマシデ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
カバノキ Carpinus Tschonoskii Maxim. イヌシデ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 19990415 武井尚 勝山輝男 岡部亮
カバノキ Carpinus japonica blume クマシデ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山庫三 金子尚晃
カバノキ Betula platyphylla var. シラカンバ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 林弥栄 金子尚晃
カバノキ Carpinus japonica blume クマシデ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1972.7.30 武井尚 林弥栄 金子尚晃
カバノキ Alnus hirsuta Turcz. ケヤマハンノキ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
カバノキ arpinus japonica Blume クマシデ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920512 武井尚 武井尚 小林　源地
ｶﾊﾞﾉｷ AlnushirusutaTurez ﾔﾏﾊﾝﾉｷﾒﾀﾆｶﾞﾜﾊﾝﾉｷ 長野県南佐久郡相木村模屋沢 1987.8.7 武井尚 林称栄 清遠貴文
カバノキ Carpinus japonica クマシゲ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1960.5.3 武井　尚 槍山　庫之
カバノキ科 Almus hirsuta ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Ａｌｎｕｓ hirsuta Ｔｕｒｃｚ ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Almus hirsuta ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Almus hirsuta ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Almus hirsuta ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Ａｌｎｕｓ hirsuta Ｔｕｒｃｚ ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Ａｌｎｕｓ hirsuta Ｔｕｒｃｚ ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Ａｌｎｕｓ hirsuta Ｔｕｒｃｚ ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Alnus hirsuta Turcz ケヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Alnus hirsuta Turcz ケヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Alnus hirsuta Turcz ケヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
カバノキ科 Betula Ermanii cham.B.Ermanii ダケカンバ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1988.8.25 武井尚 武井尚 坂本慎司
カバノキ科 Alnus hirsuta Turcz ケヤマハンノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
カバノキ科 Carpinus tschonskii イヌシデ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 前田理絵
カバノキ科 Carpinus tschonskii イヌシデ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 前田理絵
カバノキ科 Carpinus tschonskii イヌシデ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 前田理絵
カバノキ科 Alnus hirsuta var.microphylla(nakai)Tatewaki タニガワハンノキ 長野県南佐久郡北相木村末次 1986.7.24 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Betula platyphylla シラカンバ 東京都町田市藤の台 1976.9.22 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus firma ヤシャブシ 神奈川県秦野市大山 1961.4.2 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Betula Ermanii ダケカンバ 群馬県利根郡片品村尾瀬ヶ原 1952.7.24 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus japonica クマシデ 山梨県南都留郡山中湖村山中湖畔 1952.8.4 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus hirsuta ケヤマハンノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1960.5.3 武井尚 大場達之 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus hirsuta ケヤマハンノキ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1984.6.11 武井尚 大場達之 宮沢直邦



カバノキ科 Alnus firma ヤシャブシ 東京都葛飾区下小松町 1949.3.10 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus firma ヤシャブシ 栃木県塩谷郡塩原町 1950.5.28 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Ostrya japonica アサダ 栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 1977.10.16 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus Tschonoskii イヌシデ 神奈川県大和市つきみ野富士塚 1983.5.3 武井尚 大場達之 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus Tschonoskii イヌシデ 神奈川県厚木市愛甲町聖木 1984.4.17 武井尚 大場達之 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus laxiflora アカシデ 静岡県田方郡韮山村 1979.6.1 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus laxiflora アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1982.4.11 武井尚 大場達之 宮沢直邦
カバノキ科 Carpinus laxiflora アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1960.5.3 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus pendula ヒメヤシャブシ 長野県木曽郡南木曾町賦母山 1968.8.2 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
カバノキ科 Alnus Sieboldiana オオバヤシャブシ 神奈川県秦野市大山 1961.4.2 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
カバノキ科 Corylus Sieboldiana ツノハシバミ 富山県下荒川郡宇奈月町黒柳猿飛峡 1979.8.30 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
カバノキ科 Petulaceae Betula Ermanii Cham. ダケカンバ 長野県南佐久郡北相ノ木村御座山弥次平 1971.8.26 武井尚 山口善子
カバノキ科 Carpinus tschonoskii イヌシデ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998,10,20 武井尚 武井尚
カバノキ科 Betula grossa ミズメアズサミネバリ 長野県南佐久郡北相木材御座山　　　弥次平 1973,8,7 武井尚 林弥栄
カバノキ科 A. hirsuta Turcz. Var.barbatum Fr. Et Ssv ヤマハンノキ 東京都町田市野津田緑地 1992.6.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
カバノキ科 Carpinus Tschonoski イヌシデ 東京都調布市深大寺 1960.8.7 武井尚 櫓山庫之 戸口拓郎
カバノキ科 Alnusfirma　Sieb　et　zucc　var.hiriella　Fr.et　Savミヤマカシヤブシ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1987.8.6 武井尚 H．Takei
カバノキ科 Carpinus　conrdata　Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村四方原山 1973.8.6 武井尚 奥山春季
カバノキ科 Alnus Sieboldiana オオバヤシャブシ 東京都伊豆大島 1950.9.20 武井尚 H.takei
カバノキ科 Alnus  hirsuta  Turcz. ケヤマハンノキ 長野県南佐久郡北相木村寄せ沢 1979.8.12 武井　尚 林　弥栄
カバノキ科 Carpinus  cordata  Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村栂峠 1965.8.10 武井　尚 奥山　春季
カバノキ科 Betula  platyphylla  Sukatchev var. japonica(Miq.)Haraシラカバ 東京都町田市藤の台（栽） 1979.4.15 武井　尚 林　弥栄
カバノキ科 Ａｌｎｕｓ hirsuta Ｔｕｒｃｚ ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
カバノキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村栗の沢 1984.7.2 武井尚 林弥栄
カバノキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 奥山春季
カバノキ科 Alnus Siebolidiana Matsumra オオバヤシャブシ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992,4,25 武井尚 武井尚
カバノキ科 Carpinus japonica Blume Distegocarpus Sieb. Et Zucc.クマシデ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992,4,25 武井尚 武井尚
カバノキ科 Betula corylifolia Regal et Makim ネコシデ 長野県茅野市蓼科山 1953.8.8 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水 1951.8.25 武井尚 武井尚
カバノキ科 Betula ermanii Cham.B.Ermanii ダケカンバ 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井尚 武井尚
カバノキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1975.6.16 武井尚 林弥栄
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県茅野市蓼科山麓 1951.8.24 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus heterophylla Fischer ハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 武井尚
カバノキ科 Corylus heterophylla Fischer ハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 林弥栄
カバノキ科 Betula corylifolia Regal et Makim ネコシデ 長野県茅野市蓼科山 1953.8.8 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水 1951.8.25 武井尚 武井尚
カバノキ科 Betula ermanii Cham.B.Ermanii ダケカンバ 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井尚 武井尚
カバノキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1975.6.16 武井尚 林弥栄
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus sieboldiana Blume ツノハシバミ 長野県茅野市蓼科山麓 1951.8.24 武井尚 檜山康三
カバノキ科 Corylus heterophylla Fischer ハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 武井尚
カバノキ科 Corylus heterophylla Fischer ハシバミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 林弥栄



カバノキ科 Carpinus Tschonoskii Maxim. イヌシデ　 神奈川県川崎市高津区上作延緑が丘 1999.5.22 武井尚 勝山輝男
カバノキ科 Alnus Siebolbiana  Matsumura オオバヤシャブシ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
カバノキ科 Alnus hirsuta var.sibirica ヤマハンノキ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚 上田香織
カバノキ科 Carpinus Tschonoskii Maxim イヌシデ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 上田香織
カバノキ科 Carpinus laxiflora Blume アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1994.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
カバノキ科 Carpinus laxiflora Blume アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1986.5.17 武井　尚 武井　尚 深田　優
カバノキ科 Carpinus laxiflora Blume アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1982.4.11 武井　尚 武井　尚 深田　優
カバノキ科 Carpinus laxiflora Blume アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1976.4.1 武井　尚 林　弥栄 深田　優
カバノキ科 Carpinus laxiflora (sieb. et Zucc.) Blume アカシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 仲尾剛
カバノキ科 Alnus hirsute ケヤマハンノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９６０．１０．１ 武井　尚 檜山　庫之
カバノキ科 Carpinus tschonoskii イヌシデ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９６０．５．３ 武井　尚 檜山　庫之
カバノキ科 Betula davuraca pall ヤマガワ科ンバ 長野県南佐久郡北相木村長者の森 1994.6.16
カバノキ科 Alnus Hirsuta ヤマハンノキ 長野県小県郡武石村美ヶ原 1954.8.18 武井尚 櫓山庫之
カバノキ科 Carpinus Tschonoskii 神奈川県横浜市戸塚区上郷町観察の森 1985.4.2 武井尚 林弥栄
カバノキ科 Betula Globispica ジゾウカンバ 長野県南佐久郡北相木林越ヶ岳 1979.5.31 武井尚 櫓山庫之
カバノキ科 Corylus sievoldiana ツノハシバミ 長野県佐久市初谷鉱泉付近 1961.7.28 武井尚 H.takei
カバノキ科 Almus hirsuta ケヤマハンノキ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
カベノキ科 Carpinus Tschonoskii Maxim. イヌシデ　 神奈川県川崎市高津区上作延緑が丘 1999.5.22 武井尚 勝山輝男
ガマ科 Typha orientalisv Presl コガマ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 松岡みずき
ガマ科 Typha orientalis Presl コガマ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ガマ科 Typha orientalis PRESL コガマ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ガマ科 Typha orientalis PRESL コガマ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カヤツグサ科 Cyperus royundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 松崎玲奈
カヤツハグサ科 Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区富士見町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
カヤツハグサ科 Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.8.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
カヤツユグサ科 Fimbristylis Vyhl テンツキ 神奈川県川崎市多摩区管仙岩１丁目 1999.9.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
カヤツリグサ Carex cuyvicllis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都　　三頭山 2002.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カヤツリグサ Carex cuyvicllis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex cuyvicllis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex cuyvicllis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都　　三頭山 2002.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都　　三頭山 2002.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都　　三頭山 2002.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
カヤツリグサ Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎



カヤツリグサ Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
カヤツリグサ Cyperus alternifolius シュロガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区出来野 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
カヤツリグサ Fimbristylis littoralis ヒデリコ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
カヤツリグサ Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
カヤツリグサ Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Carex lenta ナキリスゲ 神奈川県川崎市高津区上作延 武井尚 H.Takei 横田秀一
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Cyperus Iria ｺｺﾞﾒｶﾞﾔﾂﾘ 神奈川県川崎市高津区下作延 武井尚 H.Takei 横田秀一
カヤツリグサ Carex cuyvicllis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
カヤツリグサ Bolboschoenus maritimus コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 １９９５．９．２３ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
カヤツリグサ Bolboschoenus maritimus コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
カヤツリグサ Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市中原区宮内４ 1997.06.28 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
カヤツリグサ Cyperus rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
カヤツリグサ Fimbristilis litteralis ヒデリコ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
カヤツリグサ Fimbristy autumnalis ヒメヒラテンツキ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.09.19 武井　尚 T.Katsuyama中村　竜治
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都小平市回田町 ２００２．７．２３ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
カヤツリグサ Bolboscheonus planiculmis イセウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目 95.8.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
カヤツリグサ ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
カヤツリグサ Carex　limosa ヤチスゲ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
カヤツリグサ Carex lenta ナキリスゲ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 1998.9.20 武井　尚 T.Katsuyama宮内友紀
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井　尚 T.Katsuyama宮内友紀
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 T.Katsuyama宮内友紀
カヤツリグサ Sciripus trqueter サンカクイ 神奈川県川崎市宮前区神本本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
カヤツリグサ Cyperus amuricus チヤガヤツリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 1998.8.8 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
カヤツリグサ Carex curvicollis ナルコスゲ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
かやつりぐさ Carex conika .Boott ヒメカンスゲ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 Apr 23 .1986 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Carex Michauxiana ミタケスゲ 長野県北佐久郡立科町赤沼 Aug 14.1950 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex Michauxiana ミタケスゲ 長野県諏訪市霧が峰湿原 Jul  25. 1952 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex Michauxiana ミタケスゲ 長野県下高井郡山之内町志賀高原 Aug 20.1952 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex Michauxiana ミタケスゲ 群馬県利根郡尾瀬ヶ原湿原 Jul  17. 1947 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis automnalis (L.) ヒメヒラテンツキ ヒメテンツキ神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園 Sep 26. 1985 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis automnalis (L.) ヒメヒラテンツキ ヒメテンツキ神奈川県大和市下草柳十四番耕地 Oct 3. 1988 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex curvicollis Pr. et. Sav ナルコスゲ 長野県南佐久郡北相木村久保 May 24.1986 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex curvicollis Pr. et. Sav ナルコスゲ 群馬県水上市湯檜曽 May 31.1957 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex curvicollis Pr. et. Sav ナルコスゲ 長野県南佐久郡北相木村向年 May 24.1986 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis aestivalis Vahr subsp. アゼテンツキ 長野県北安曇郡小谷村大網 Aug  2. 1958 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis aestivalis Vahr subsp. アゼテンツキ 長野県岡谷市今井 Aug  3. 1960 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis aestivalis Vahr subsp. アゼテンツキ 長野県北佐久郡北御牧村御牧ヶ原 Aug 14. 1958 武井尚 檜山 康三 西　　　徹



かやつりぐさ Fimbristylis aestivalis Vahr subsp. アゼテンツキ 長野県小県郡東部町田中 Aug  6. 1942 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis aestivalis Vahr subsp. アゼテンツキ 長野県　佐久市 Aug 11. 1961 宮下良子 奥山 春季 西　　　徹
かやつりぐさ Lipcarpha microce-phala ヒンジガヤツリ 神奈川県大和市福田甲五区 Sep 18. 1983 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis littoralis ヒデリコ 長野県南佐久郡北相木村宮ノ原 Sep 13. 1986 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis tristachya ヤマイ 長野県北安曇郡小谷村北小谷 Aug  2. 1958 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Fimbristylis automnalis ヒメヒラテンツキ ヒメテンツキ神奈川県厚木市温水町高坪 Sep  8. 1984 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex oxyandra ヒメスゲ 長野県南佐久郡北相木村御座山山頂 Jun 16.1975 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex oxyandra ヒメスゲ 長野県茅野市蓼科山 Aug 12.1950 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県下伊那郡阿智村恵那山 Aug 10.1956 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県諏訪郡富士見町白岩岳 Aug 27.1967 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県岡谷市鉢伏山 Aug 10.1949 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県下伊那郡天龍村中井待 Apr 30.1961 武井尚 奥山 春季 西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県諏訪郡下諏訪町東俣 Aug 17.1948 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Carex japonica Thumb ヒゴグサ 長野県南佐久郡北相木村御座山 Jun 16.1975 武井尚 武井尚 西　　　徹
かやつりぐさ Carex ischnostachya ジュズスゲ 神奈川県大和市下鶴間公所 Jul 13.1983 武井尚 大場 達三 西　　　徹
かやつりぐさ Carex ischnostachya ジュズスゲ 栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉付近 Jun  1.1955 武井尚 大井 次三郎西　　　徹
カヤツリグサ Pycreus  flavidus アゼカヤツリ 神奈川県川崎市宮前区 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Cyperus rotundus ﾊﾏｽｹﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Cyperus brevifolius var. leiolepis ﾋﾒｸｸﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Carex pumila Thunb ｺｳﾎﾞｳｼﾊﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 196.6.2 武井尚 武井尚
カヤツリグサ Ｃｙｐｅｒｕｓ ｒｏｔｕｎｄｕｓ ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
カヤツリグサ Ｃｙｐｅｒｕｓ ｒｏｔｕｎｄｕｓ ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
カヤツリグサ Ｃｙｐｅｒｕｓ ｒｏｔｕｎｄｕｓ ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
カヤツリグサ Cyperus microiria マスクサ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
カヤツリグサ Fimbristylis autumnalis Romer et Schultes ヒメテンツキ 神奈川県川崎市麻生区黒川 19980911 武井尚 勝山輝男 岡部亮
カヤツリグサ Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 金子尚晃
カヤツリグサ Cyperus rotundus L. ハマズゲ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ CarexparcifloraBoottvar.macroglossaOhwi ｺｼﾞｭｽﾞｽｹﾞ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 武井尚 清遠貴文
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ CarexBrowniiTuckerm.var.dissociataT.Koyamaﾔﾜﾗｽｹﾞ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.4.12 武井尚 勝山輝男 清遠貴文
カヤツリグサ Carex Jackiana Boott コジュズスゲ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 武井尚 川合伴実
カヤツリグサ Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 川合伴実
カヤツリグサ Cyperus rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 川合伴実
カヤツリクサ科 Cyｐerus microiria Steudel カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7・28 武井尚 武井尚 堤雄太
カヤツリグサ科 Ｃａｒｅｘ mitrata Ｆｒａｎｃｈ ヌカスゲ 山梨県小菅村 2003.6.29
カヤツリグサ科 Ｃａｒｅｘ mitrata Ｆｒａｎｃｈ ヌカスゲ 山梨県小菅村 2003.6.29
カヤツリグサ科 Ｃａｒｅｘ mitrata Ｆｒａｎｃｈ ヌカスゲ 山梨県小菅村 2003.6.29
カヤツリグサ科 Ｃａｒｅｘ mitrata Ｆｒａｎｃｈ ヌカスゲ 山梨県小菅村 2003.6.29
カヤツリグサ科 Cyperus microiria Steudel カヤツリグサ 1996.9.11 武井尚 勝山輝男 西村俊
カヤツリグサ科 Cyperus microiria カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/10 武井尚 武井尚 千葉隆広
カヤツリグサ科 Carex siderosticta Hance タガネソウ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1997.9.11 武井尚 武井尚 土屋　利法
カヤツリグサ科 Cyperus Iria コゴメガヤツリ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 兵働隆志
カヤツリグサ科 Eleocharis Kuroguwai クログワイ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1丁目 1999.09.05 武井尚 T.Katsuyama兵働隆志
カヤツリグサ科 Cyperus difformis L タマガヤツリ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 北條翔子



カヤツリグサ科 Sect.Vignea マスグサ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９、６／５ 武井尚 勝山輝男 香月正樹
カヤツリグサ科 Carex olivacea Boott Subsp ミヤマシラスゲ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９９９、５／１４武井尚 勝山輝男 香月正樹
カヤツリグサ科 Cyperus aiternifolius L.subsp.flabelliformis(Rottb)シュロガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
カヤツリグサ科 Carex breviculmis アオスゲ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 １９９９，４／１５武井尚 武井尚 香月正樹
カヤツリグサ科 Carex Dickinsii オニスゲ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 勝山輝男 工藤圭太朗
カヤツリグサ科 Carex dolichosta chya ミヤマカンスゲ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 勝山輝男 工藤圭太朗
カヤツリグサ科 Carex japonica Thumb. ヒゴクサ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
カヤツリグサ科 Carex breviculmis R. Br. アオスゲ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
カヤツリグサ科 Cyperus Microiria Steudel カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.07.28 武井尚 武井尚 酒井玲奈
カヤツリグサ科 Cyperus nipponicus Fr.et Sav. アオガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
カヤツリグサ科 Cyperus iria L.. コゴメガヤツリ 神奈川県　川崎市　麻生区　岡上　 1998.10.28 武井尚 武井尚 松岡みずき
カヤツリグサ科 Cyperaceae Kyllingia ヒメクグ 神奈川県　川崎市　宮前区　初山　１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 松岡みずき
カヤツリグサ科 Cyperus microiria Stevd カヤツリグサ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 松岡みずき
カヤツリグサ科 Cyperus rotundus L.. ハマスゲ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.10.5 武井尚 武井尚 松岡みずき
カヤツリグサ科 C. maximowiczii ゴウゾ 東京都町田市図伂町史跡公園 1992.6.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
カヤツリグサ科 Carex Dickinsii Fr. Et Sav. オニスゲ 東京都町田市図師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 和田綾子
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 和田綾子
カヤツリグサ科 Imperata cylindrica BEAUV.var.Koenigii DURAND et SCHINZチガヤ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 和田綾子
カヤツリグサ科 Carex.rotunda L.. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
カヤツリグサ科 C.rotundus L. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
カヤツリグサ科 C.rotunda L.. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 重田拓郎
カヤツリグサ科 Cyperus microiria STEUD カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 重田拓郎
カヤツリグサ科 Kyllinga brevifolia Rottb.subsp.leiolepis(Fr.et Sav.)T.Koyamaヒメクグ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井尚 武井尚 大和満美
カヤツリグサ科 Cyperus glomeratus L.. ヌマガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 大和満美
カヤツリグサ科 Cyperus glomeratus L.. ヌマガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 大和満美
カヤツリグサ科 Carex neurocarpa Maxim ミコシガヤ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 大和満美
カヤツリグサ科 Ｃｙｐｅｒｕｓ　ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ　Ｌａｍａｒｃｋ メリケンガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区夜光三丁目 １９９６．７．６ 武井尚 Ｔ．Ｋａｔｓｕｙａｍａ（勝山輝男）渡邊陽介
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim チャガヤツリ 長野県諏訪郡富士見町休戸 1967・8・27 武井　尚 奥山　春季佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim チャガヤツリ 神奈川県横浜市上郷町自然観察の森 1985・8・17 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim チャガヤツリ 神奈川県大和市南林間　９丁目 1983・6・30 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim チャガヤツリ 神奈川県大和市つきみ野　７丁目 1983・10・20 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus amuricus Maxim チャガヤツリ 東京都練馬区東大泉町 1942・7・10 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus glomeratus L ヌマガヤツリ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1983・10・6 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus glomeratus L ヌマガヤツリ 神奈川県厚木市スポーツ広場 1984・9・27 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　difformis L タマガヤツリ 神奈川県厚木市酒井町スポーツ広場 1984・9・27 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　difformis L タマガヤツリ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町　神社付近 1985・9・19 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　difformis L タマガヤツリ 神奈川県厚木市岡田町相模川東 1984・9・3 武井　尚 武井　尚 佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　difformis L タマガヤツリ 神奈川県厚木市戸田町下戸田 1984・9・15 武井　尚 武井　尚 佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Fimbristy dichotoma(L) テンツキ 神奈川県厚木市林町 1984・9・3 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県大和市下鶴間公所 1983・9・23 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町深田 1985・8・14 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県厚木市戸田町下戸田 1984・9・15 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県大和市深見一の間 1984・9・30 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏



カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県厚木市岡田町相模川原 1985・10・23 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus　rotundus ハマスゲ 神奈川県厚木市飯山町八つ橋 1984・9・8 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Eleocharis　congesta ハリイ 長野県北佐久郡北御牧原村御牧原 1958・8・14 武井　尚 大井　次三郎佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Eleocharis　congesta ハリイ 神奈川県横浜市戸塚区舞鶴町自然公園 1985・8・8 武井　尚 大場　達之佐藤　貴宏
カヤツリグサ科 Cyperus. iria L コゴメガヤツリ 神奈川県厚木市酒井町スポーツ広場 84.9.7 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus. iria L コゴメガヤツリ 神奈川県厚木市飯山町元林 84.9.3 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus. iria L コゴメガヤツリ 神奈川県厚木市林町 84.9.3 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.difformis L. タマガヤツリ 神奈川県大和市福田 83.9.18 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.difformis L. タマガヤツリ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町瀬上市民の森 85.9.14 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Eleocharis wichurae Boeck シカクイ 長野県諏訪郡富士見町大河原湿原 63.8.10 武井尚 武井尚 中島健吾
カヤツリグサ科 Eleocharis wichurae Boeck シカクイ 神奈川県戸塚区舞岡町自然公園 88.8.8 武井尚 武井尚 中島健吾
カヤツリグサ科 Fimbristylis aestivalis コアゼテンツキ 長野県南佐久郡北相木村宮の平 86.9.13 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Fimbristylis. verrucifera クロテンツキ 神奈川県大和市福田三軒庭 89.10.9 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Eleocharis kuroguwai Ohwi クログワイ 神奈川県大和市深見坊之窪 87.9.18 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Eleocharis kuroguwai Ohwi クログワイ 神奈川県大礒町湘南平 50.9.20 武井尚 大場達之 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.compressus L. クグガヤツリ 東京都伊豆大島 50.9.2 武井尚 大井次三郎中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.haspan L. コアゼガヤツリ 千葉県茂原市 50.6.18 武井尚 大井次三郎中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.haspan L. コアゼガヤツリ 千葉県茂原市一の宮町東浪見 51.9.23 武井尚 大井次三郎中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.sanguinolentus Vhal カワラスガナ 神奈川県大和市福田三軒庭 83.10.6 武井尚 武井尚 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus.sanguinolentus Vhal カワラスガナ 神奈川県大和市福田三軒庭 83.9.18 武井尚 武井尚 中島健吾
カヤツリグサ科 Cyperus microia Steud. カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
カヤツリグサ科 Scirus planiculimis Fr.Schm コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
カヤツリグサ科 Cyperus rotundus Linn. ハマスゲ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1996.8.18 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
カヤツリグサ科 Bolboschoenus maritimus コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.31 武井尚 片柳圭
カヤツリグサ科 Fimbristylis Dichotoma テンツキ 神奈川県川崎市多摩区菅千沼一丁目 1999.9.5 武井尚 H.takei
カヤツリグサ科 Ｆｉｍｂｒｉｓｔｙｌｉｓ autumnalis ヒメテンツキ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1998.9.20 武井尚 Ｔ、Ｋａｔｓｕｙａｍａ
カヤツリグサ科 Ｃａｒｅｘ mitrata Ｆｒａｎｃｈ ヌカスゲ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
カヤツリグサ科 Cyperas rotundus ハマスゲ 神奈川県川崎市 1998年9月1日 武井尚 武井尚 三輪誠
カヤツリグサ科 Carvar.dissociataTex Brownii Tuckerm.var.dissociataT.koyamaヤワラスゲ 神奈川県川崎市幸已南加瀬２丁目 1996.06.26 武井尚 勝山輝男 王　ウンショウ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis R.Br.forma.aphanandra ﾒｱｵｽｹﾞ 神奈川県大和市下和田町上松 1983.05.15 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis R.Br.forma.aphanandra ﾒｱｵｽｹﾞ 神奈川県大和市福田1丁目 1989.05.20 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
カヤツリグサ科 Carex japonica Thunb ヒゴクサ 神奈川県大和市上和田三貫目 1983.04.30 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
カヤツリグサ科 Carex Le.u.cochlova Burge アオスゲ 神奈川県大和市福田1丁目 1989.05.03 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
カヤツリグサ科 Carex japonica Thunb. var. chlorostachys C. B. Clarkeシラスゲ 神奈川県大和市下和田下ノ原 1984.5.21 武井尚 大場達之
カヤツリグサ科 Fimbristylis dichotoma Vahl テンツキ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 勝山輝男
カヤツリグサ科 Carex Prescottiana Boott subsup. Kiotensis (Fr. Et Sav.)テキリスゲ 長野県南佐久郡北相木村御岳山 1971,8,26 武井尚 奥山春季
カヤツリグサ科 Carex japonica Thunb. ヒゴクサ 神奈川県厚木市下依知町相模川原 1984,5,23 武井尚 大場達之
カヤツリグサ科 Carex breviculmis R.Br.forma aphanand ra kukenthメアオスゲ 神奈川県大和市上草柳 １９８９,５,６ 武井尚 大場達之 伊藤雅紀
カヤツリグサ科 Carex japonica Thunb. ヒゴクサ 神奈川県厚木市岡津古久町宮前 １９８４,７,２３ 武井尚 大場達之 伊藤雅紀
カヤツリグサ科 Carex kiotensis Franch.et Sav. テキリスゲ 長野県南佐久郡北相木村御座山 １９７０,８,２７ 武井尚 奥山春季 伊藤雅紀
カヤツリグサ科 Carex dimorpholepis steud アゼナルコスゲ 神奈川県大和市下鶴間公所 １９８５,６,１７ 武井尚 大場達之 伊藤雅紀
カヤツリグサ科 Cyoerus microiria Steudel カヤツリグサ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
カヤツリグサ科 Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1995.9.27 武井尚 勝山輝男



カヤツリグサ科 Cyperus Eragrostis Lamarck メリケンガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井尚 武井尚
カヤツリグサ科 Cyperus iria L. コゴメガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
カヤツリグサ科 Carex Brownii Tuckerman subsp ヤワラスゲ 神奈川県厚木市上保和町 1984.5.27 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex conica Boott ヒメカンスゲ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観の森 1985.4.2 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta D.Don ナギリスゲ 神奈川県大和市南林間９丁目 1983.8.20 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex humilis Less. Subsp.lanceolate(Boott)T.Koyamaヒカゲスゲ 神奈川県大和市上溝柳泉の森 1987.4.16 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta  D.Don ナキリスゲ 神奈川県厚木市緑ヶ丘 1984.11.7 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex mitrata Franch ヌカスゲ 神奈川県大和市鶴間公所 1988.4.10 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex mitrata Franch ナキリスゲ 神奈川県大和市上草抑緑野 1983.6.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県厚木市岡津古久町森ノ下 1984.5.15 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県大和市上和田三貫目 1984.4.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県横浜市戸塚区小菅谷町 1985.4.17 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.5.27 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県大和市上和田三貫目 1983.4.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex onoei Fr.et Sav. 長野県南佐久郡北相木村よしんた峠 1985.5.22 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta D.Don ナキリスゲ 神奈川県横浜市戸塚区公田町 1985.4.2 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Bollboschoenus maritimus (L.)Palla ユウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区１丁目多摩川東 1996.10.16 武井　尚 勝山　輝男河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex Brownii Tuckerman subsp ヤワラスゲ 神奈川県厚木市上保和町 1984.5.27 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex conica Boott ヒメカンスゲ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観の森 1985.4.2 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta D.Don ナギリスゲ 神奈川県大和市南林間９丁目 1983.8.20 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex humilis Less. Subsp.lanceolate(Boott)T.Koyamaヒカゲスゲ 神奈川県大和市上溝柳泉の森 1987.4.16 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta  D.Don ナキリスゲ 神奈川県厚木市緑ヶ丘 1984.11.7 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex mitrata Franch ヌカスゲ 神奈川県大和市鶴間公所 1988.4.10 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex mitrata Franch ナキリスゲ 神奈川県大和市上草抑緑野 1983.6.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県厚木市岡津古久町森ノ下 1984.5.15 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県大和市上和田三貫目 1984.4.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県横浜市戸塚区小菅谷町 1985.4.17 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.5.27 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex breviculmis.R.Br アオスゲ 神奈川県大和市上和田三貫目 1983.4.30 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex onoei Fr.et Sav. 長野県南佐久郡北相木村よしんた峠 1985.5.22 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
カヤツリグサ科 Carex lenta D.Don ナキリスゲ 神奈川県横浜市戸塚区公田町 1985.4.2 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
カヤツリグサ科 Bollboschoenus maritimus (L.)Palla ユウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区１丁目多摩川東 1996.10.16 武井　尚 勝山　輝男河津めぐみ
カヤツリグサ科 Cyperus rotundus L.. ハマスゲ 神奈川県川崎区浅野町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚
カヤツリグサ科 Carex Dickinsii  Fr.et Sav. オニスゲ　ミクリスゲ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 武井尚
カヤツリグサ科 Carex pruinosa Boot subsp . maximowiczii  (Miq.) Kukenthゴウソ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 武井尚
カヤツリグサ科 Cyperus difformis L. アオガヤツリ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
カヤツリグサ科 Cyperus ohwii Kükenthal メリケンカヤツリ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.9.30 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
カヤツリグサ科 cyperus Eragrostis Lamarck メリケンカヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目多摩川原 1996.8.25 武井　尚 武井　尚 小林立明
カヤツリグサ科 cyperus Eragrostis Lamarck メリケンカヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1995.10.15 武井　尚 勝山輝男 小林立明
カヤツリグサ科 Carex stipata Muhlenberg オオカワズスゲ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1986.7.25 武井尚 奥山春季 上田香織
カヤツリグサ科 Carex curvicollis Franch.et.Sav ナルコスゲ 長野県南佐久郡北相木村向手 1986.5.24 武井尚 奥山春季 上田香織
カヤツリグサ科 Carex japonica Thunb. ヒゴクサ 神奈川県大和市福田根下 1983.7.6 武井尚 大場達之 上田香織
カヤツリグサ科 Carex breviculmis R.Br.forma aphanandra Kukenthメアオスゲ 神奈川県大和市上和田久田原 1983.4.30 武井尚 大場達之 上田香織



カヤツリグサ科 Cyperus microiria Stewd. カヤツリグサ 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目多摩川東 1998.9.5 武井尚 武井尚 上田香織
カヤツリグサ科 Fimbristylis squarrosa Vahl アゼテンツキ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
カヤツリグサ科 Cyperus microria Stend. カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 1995.9.27 武井　尚 勝山　輝男深田　優
カヤツリグサ科 Cyperus nipponicus Fr. Et Say. アオガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目 1996．9.11 武井尚 勝山輝男 仲尾剛
カヤツリグサ科 Cyperus eragrostis Lam. メリケンガヤツリ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目鷹取公園 １９９６．１１．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
カヤツリグサ科 Carex gibba Wahlenberg マスクサ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 勝山輝男 神村佑
カヤツリグサ科 Cyperus compressus L. クグガヤツリ 高知県高知市高知城 1989.9.1 武井尚 勝山輝男 神村佑
カヤツリグサ科 Cyperus microiria Steudel カヤツリグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カヤツリグサ科 Bolboschoenus maritimus (L..) Palla コウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
カヤツリグサ科 Carex gibba Wahlenberg マスクサ 神奈川県川崎市麻出区早野 1999.6.17 武井　尚 勝山輝男 後藤謙太
カヤツリグサ科 Cyperus glomeratus ヌマガヤツリ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 武井尚
カヤツリノグサ科 Carex leucochlora Bunge アオスゲ 神奈川県大和市深見城ヶ岡 1989.5.4 武井尚 大場達之
キイチゴ科 Rubus hisutus Thunb. クサイチゴ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
キキョウ Ｃａｍｐａｎｕｌａ ｐｕｎｃｔａｔａ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata LAM. ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctate ホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 東京都　　三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キキョウ Companula punctata ヤマ ホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キキョウ Ｃａｍｐａｎｕｌａ ｐｕｎｃｔａｔａ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Ｃａｍｐａｎｕｌａ ｐｕｎｃｔａｔａ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Ｃａｍｐａｎｕｌａ ｐｕｎｃｔａｔａ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata LAM. ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata LAM. ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata LAM. ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctate ホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctate ホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctate ホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山



キキョウ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キキョウ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 東京都　　三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 東京都　　三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 東京都　　三頭山 2002.7.7
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キキョウ Companula punctata ヤマ ホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キキョウ Companula punctata ヤマ ホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キキョウ Companula punctata ヤマ ホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キキョウ Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キキョウ Campanda Punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キキョウ Campanda Punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キキョウ Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キキョウ Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キキョウ C.punctata subsp ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キキョウ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
キキョウ Companula punctata ヤマ ホタルブクロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
キキョウ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
キキョウ Campanula punctata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢



キキョウ Adenophora　remotiflora ツバナ 東京都小金井市小金井公園ゆりのき広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
キキョウ Campanula punctata ホタルブクロ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
キキョウ Lobelia  chinensis ミゾカクシ 神奈川県川崎市宮前区神木本町 1998,9,1 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｷｷｮｳ Campanula punctata ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キキョウ Ｃａｍｐａｎｕｌａ ｐｕｎｃｔａｔａ ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
キキョウ Campanula punctata LAM. ヤマホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
キキョウ Campanula punctate ホタルブクロ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
キキョウ科 Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
キキョウ科 Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
キキョウ科 Campanula punctata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
キキョウ科 Campanula punctata L. ヤマホタルブクロ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
キキョウ科 C.Punbtuta subsp.nordonesis K.tam. ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キキョウ科 Campanula puhctata Lam. ホタルブクロ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,14 水木智草 水木智草
キキョウ科 Adenophora triphylla A.DC ツリガネニンジン 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 大坂碧
キキョウ科 Adenophora triphylla A.DC ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 大坂碧
キキョウ科 Specularia perfoliata キキョウソウ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９７．７．２８ 武井尚 武井　尚 早川光也
キキョウ科 Campanuleceae Lobelia ミゾカクシ 神奈川県　川崎市　宮前区　初山　１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 松岡みずき
キキョウ科 Adenophora tryphylla ツリガネニンジン 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
キキョウ科 Adenophora triphylla (T HUNB.)A.DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
キキョウ科 Adenophora triphylla(Thumb.)A.DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
キキョウ科 Adenophora lriyphylla (THUNB) A.DC ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
キキョウ科 Adenophora triphylla A.DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
キキョウ科 Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata LAM .subsp.hondensis KITAMヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Campanda Punctatu subsh ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キキョウ科 C.Punbtuta subsp.nordonesis K.tam. ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Campanula puhctata Lam. ホタルブクロ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,14
キキョウ科 Campanula punctata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Adenophora lriyphylla (THUNB) A.DC ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キキョウ科 Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata LAM .subsp.hondensis KITAMヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Campanda Punctatu subsh ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キキョウ科 C.Punbtuta subsp.nordonesis K.tam. ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Campanula puhctata Lam. ホタルブクロ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,14
キキョウ科 Campanula punctata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Adenophora lriyphylla (THUNB) A.DC ツリガネニンジン 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.5.29
キキョウ科 Adenophora remotiflora ソバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata ホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キキョウ科 Campanula punctata LAM .subsp.hondensis KITAMヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キキョウ科 Campanda Punctatu subsh ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11



キキョウ科 Campanula punctata LAM .subsp.hondensis KITAMヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
キキョウ科 C.punctata subsp. hondoensis kitam ヤマホタルブクロ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
キキョウ科 Campanula punctata var. hondoensis ヤマホタルブクロ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992,6,22 武井尚 武井尚
キキョウ科 Campanula punctata subsp. hondensis Kitam キキョウ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
キキョウ科 Campanula punctata subsp. hondensis Kitam キキョウ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
キキョウ科 C.punctata subsp.hondoensis Kitam. ヤマホタルブクロ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚 上田香織
キキョウ科 Specularia perfoliata キキョウソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９５．６．１５ 武井　尚 武井　尚
ききょう科 Campanila puntata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ききょう科 Campanila puntata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ききょう科 Campanila puntata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ききょう科 Campanila puntata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ききょう科 Campannla puncatata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ききょう科 Campannla puncatata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ききょう科 Campannla puncatata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ききょう科 Campannla puncatata L ヤマホタルブクロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ききょう科 Campanila puntata ヤマホタルブクロ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 神村佑
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.05.29 後藤謙太 後藤謙太 酒井玲奈
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 後藤謙太
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.5.29
キキョウ科 Adenophora triphylla (THUNB.) A DC. ツリガネニンジン 山梨県小菅村 2005.05.29
キク ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山
キク ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ ａｕｎｕｕｓ ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｈｅｍｉｓｔｅｐｔａ ｌｙｒａｔａ キツネアザミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Asubulatusvar.obtusifolius ホウキギク 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
きく Ｓｙｎｅｉｌｅｓｉｓ　ｐａｌｍａｔａ ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山
キク ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山
キク ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山
キク ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県小菅村 2002.7.7



キク ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ ａｕｎｕｕｓ ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ ａｕｎｕｕｓ ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ ａｕｎｕｕｓ ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｈｅｍｉｓｔｅｐｔａ ｌｙｒａｔａ キツネアザミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｈｅｍｉｓｔｅｐｔａ ｌｙｒａｔａ キツネアザミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Ｈｅｍｉｓｔｅｐｔａ ｌｙｒａｔａ キツネアザミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Asubulatusvar.obtusifolius ホウキギク 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Asubulatusvar.obtusifolius ホウキギク 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Erigeron annuus ハルジオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Asubulatusvar.obtusifolius ホウキギク 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 東京都　　三頭山 2002.7.7
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山



キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
キク Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
きく Ｓｙｎｅｉｌｅｓｉｓ　ｐａｌｍａｔａ ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
きく Ｓｙｎｅｉｌｅｓｉｓ　ｐａｌｍａｔａ ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Ainsliaea acenfolia ﾓﾐｼﾞﾊｸﾞﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
きく Ｓｙｎｅｉｌｅｓｉｓ　ｐａｌｍａｔａ ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県小菅村 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク syneilesis palmata(thunb.)maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ハルジオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ハルジオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ハルジオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 東京都　　三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 東京都　　三頭山 2002.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 東京都　　三頭山 2002.7.7



キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Ainsliaea acenfolia ﾓﾐｼﾞﾊｸﾞﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Ainsliaea acenfolia ﾓﾐｼﾞﾊｸﾞﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Ainsliaea acenfolia ﾓﾐｼﾞﾊｸﾞﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
キク syneilesis palmata(thunb.)maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク syneilesis palmata(thunb.)maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク syneilesis palmata(thunb.)maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Ixeris dentata(Thunb.)Nakai ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Ixeris dentata(Thunb.)Nakai ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Ixeris dentata(Thunb.)Nakai ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Syneilesis palmata(Thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Syneilesis palmata(Thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Syneilesis palmata(Thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク T.platycurpum oahist カントウタンポポ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
キク Stenactis strigosus ヘラバヒメジョオン 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
キク Synneilesis palmata ヤブレガサ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
キク Aster scanber シラヤマギク 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク cacalia hastata コウモリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク Leontotopo aium japonicum ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク cacalia hastata ヨブスマソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航



キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク Ixeris dentata subsp.alpicola タカネニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
キク Picris hieracioides L.. Subsp.japonica(Thumb.)Kryly.コウゾリナ 長野県南佐久郡北相木村栃原 1998.8.24 武井尚 H.Takei 三宮喬
キク Gnaphalium pensylvaicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei 三宮喬
キク Xanthium canadense Mill. オオオナモミ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 三宮喬
キク aster glehni fr.schm ゴマナ 神奈川県湯河原町 1997.9.10 武井尚 H-Takei
キク youngia japonica(l.)dc オニタビラコ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1998.2.13 武井尚 H-Takei
キク bidens pilosal. コシロノセンダングサ 沖縄県沖縄市東南植物園 1998.2.13 武井尚 H-Takei
キク anaphulis margaritacea(l.)benth. Ethook.f ヤマハハコ 沖縄県沖縄市東南植物園 1997.9.10 武井尚 H-Takei
キク syneilesis palmata(thunb.)maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
キク erigeron strigosus muhl ヘラバヒメジョオン 東京都小金井市 2003.7.3 高柳友美 高柳友美
キク Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Bidens frondosa L.. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Youngia japonica (L)DC. オニタビラコ 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎区富士見２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Bidens pilosa L.var.pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Galinsoga ciliata Blake ハキダメギク 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
キク Artemisia Capilleris カワラヨモギ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1993.9,21 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Cacalia farfaraefolia ウスゲタマブキ 長野県南佐久郡北相木村寄せ沢 1993.9,21 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Ambrosia Altemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.6.30 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Gnaphalium Affine ハハコグサ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 1996.5.4 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Gnaphalium Affine ハハコグサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.4 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Aster subulatus ホウキギク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キク Aster subulatus ホウキギク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キク Artemisia Capilleris カワラヨモギ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1993.9,21 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Cacalia farfaraefolia ウスゲタマブキ 長野県南佐久郡北相木村寄せ沢 1993.9,21 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Ambrosia Altemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.6.30 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Gnaphalium Affine ハハコグサ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 1996.5.4 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Gnaphalium Affine ハハコグサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.4 武井尚 武井尚 日向野敏
キク Aster subulatus ホウキギク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キク Aster subulatus ホウキギク 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キク Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キク Artemisia sinanensis Yabe タカネヨモギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キク Artemisia Keiskeana Miq. イヌヨモギ 神奈川県津久井郡陣馬山 1951.9.30 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
キク Artemisia monophylla Kitam ヒトツバヨモギ 富山県下新川郡宇奈月町黒部猿飛峡 1979.8.30 武井尚 奥山春季 宮内健太郎
キク Artemisia capillaris Thunb. カワラヨモギ 神奈川県厚木市中依知町相模川土手 1984.5.23 武井尚 大場達之 宮内健太郎



キク Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ 長野県諏訪市霧ケ峰踊場湿原 1951.8.25 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
キク Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ 神奈川県厚木市林町 1984.9.3 武井尚 大場達之 宮内健太郎
キク Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ 神奈川県厚木市岡津古久町宮ノ前 1984.9.24 武井尚 大場達之 宮内健太郎
キク Cacalia delphiniifolia Seib.et Zucc. モミジガサ 千葉県安房郡天津小湊町清澄山 1951.11.16 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
キク Achillea milefolium cv. アカバナセイヨウノコギリソウ 長野県岡谷市西堀 1948.8.10 武井尚 宮内健太郎
キク Cacalia adenostyloides (franch. et Savat.) カニコウモリ 長野県下伊那郡阿智村恵那山 1956.8.12 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
キク Cacalia Yatabei Matsum. ｅｔ Koidez. ヤマタイミンガサ 長野県南伏久郡北相木村御座山 1971.8.26 武井尚 奥山春季 宮内健太郎
キク Cacalia hastata Linn.var. farfaraefolia コウモリソウ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1970.8.27 武井尚 奥山春季 宮内健太郎
キク Arnica unalaschensis (Maxim.) Ohwi エゾウサギギク 群馬県利根郡片品村尾瀬至佛山 1951.7.24 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
キク Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Galinsogaciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Lactuca indica アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Erigeron conadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区堺町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区堺町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Erigeron bonariensis L.E.linifolius Wild アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Erigeron philadelphicus ハルジョオン 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Artemisia sinanensis Yabe タカネヨモギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村
キク lxeris dentatavar 小菅村
キク pendran thema japonicumj kitamura 小菅村
キク micro stegium 小菅村
キク leontopodium fauriei 小菅村
キク Aster scanber シラヤマギク 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク cacalia hastata コウモリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Leontotopo aium japonicum ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク cacalia hastata ヨブスマソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Ixeris dentata subsp.alpicola タカネニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Artemisia sinanensis Yabe タカネヨモギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村



キク artemisia monaphylla kitam 小菅村
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村
キク lxeris dentatavar 小菅村
キク pendran thema japonicumj kitamura 小菅村
キク micro stegium 小菅村
キク leontopodium fauriei 小菅村
キク Aster scanber シラヤマギク 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク cacalia hastata コウモリソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Leontotopo aium japonicum ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク cacalia hastata ヨブスマソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Anaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Ixeris dentata subsp.alpicola タカネニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク Taraxacum officinale アカミタンポポ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区大師河原東２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区昭和町２丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Gnaphalium pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区昭和町２丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Gnaphalium pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Gnaphalium pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Cirsium nipponicum トネアザミ 長野県南佐久郡北相木村下新井 1996.9.20 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Bidens pirosa コジロセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Aster Tripolium ウラギク 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 １９９６．７．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 １９９６．７．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Youngia japonica poaeoides オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区港町 １９９６．８．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．６．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Bidens pirosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１０．１５武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Soridago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Ambrosia artemisiiforia ブタクサ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Eupatorium chinense ヒヨドリバナ 神奈川県川崎市宮前区和山２丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Helianthus tuberosus キクイモ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク Gnaphalium affine ハリコグサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク T.officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾



キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Pertya scandens コウヤボウキ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Gnaphalium affine ハリコグサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク T.officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Pertya scandens コウヤボウキ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
キク Ainsliaea aceriforia モミジハグマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク E..strigosus MUHL.. ヘラバヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
キク T.platycarpum Dahlst ｶﾝﾄｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 神奈川県川崎市高津区宇奈根多摩川原 武井尚 H.Takei 横田秀一
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 H.Takei 横田秀一
キク Picris hieracioides コウゾリナ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
きく Ｓｙｎｅｉｌｅｓｉｓ　ｐａｌｍａｔａ ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
きく ウラジロ　チチコグサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
きく ウラジロ　チチコグサ 神奈川県川崎市高津区久地 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
きく ハキダメ　ギク 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
きく アカミタンポポ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 １９９９．５．７ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
きく Ｃａｒｐｅｓｉｕｍ　ａｂｒｏｔａｎｏｉｄｅｓ　Ｌ． ヤブタバコ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
キク Adenocaulon himalaicum ノブキ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
キク Erigeron annuus ハルジオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
キク Aster Tripolium ウラギク(ハマシオン) 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子



キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区殿町１丁目 １９９６．４．５ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク マメカミツレ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク G.pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市中原区上小田中7丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク G.pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市中原区小杉町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市中原区小杉町 １９９７．６．１４ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市中原区今井上町 １９９７．６．１４ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク オオブタクサ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地１９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Erigeron philadelphicus ハルジオン 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市中原区宮内4丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
キク Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市幸区小倉 1997.06.08 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク E..philadelphicus ハルジオン 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Rudbeckia hirta アラゲハンゴンソウ 神奈川県川崎市中原区宮内１ 1997.06.28 武井　尚 H.Takahashi中村　竜治
キク Bidens biternata コセンダングサ 神奈川県川崎市中原区小杉町３ 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４ 1996.06.12 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Cirsium vulgare アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市幸区南加瀬２ 1996.06.12 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Cirsium vulgare アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市中原区木月住谷町 1997.06.14. 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Souchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Souchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Herianthus tuberosus キクイモ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町多摩川原 1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Bidens frondosa アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市中原区今井南町 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４ 1996.06.12 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.06.02 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市中原区井田３ 1997.06.21 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Hemistepta lyrata キツネアザミ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Guizotia abyssinica アメリカタカサブロウ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 東京都小平市回田町 ２００２．７．１５ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
キク Cirsium vulgare アメリカオニアザミ 東京都小平市回田町 ２００２．７．２３ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
キク Aster sp. ヒロハホウキギク 神奈川県川崎市中東区小杉御殿町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
キク Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市中東区小杉御殿町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
キク Gnaphalium pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市幸区小倉公園 １９９７．６．８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
キク Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
キク Helianthus tuberosus キクイモ 神奈川県川崎市幸区３丁目多摩川原 １９９６．６．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ  神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Ambrosia artemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀



キク Bidens frondosa アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Bidens biterrata コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Ambrosia trifida オオブタクサモドキ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 96.8.22 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Erigeron candensis ヒメムカシヨモギ 長野県南佐久郡北相木村下新井 96.9.20 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
キク Senecio vulgaris ﾉﾎﾞﾛｷﾞｸ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾀﾁﾁﾁｺｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Bidens frondosa ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Sonchus asper ｵﾆﾉｼｹﾞ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Solidago altissima ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ 神奈川県川崎市川崎区大師川原2丁目 1996,11,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Aster sp. ｵｵﾎｳｷｷﾞｸ(ﾋﾛﾊﾎｳｷｷﾞｸ) 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Taraxacum officinale ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 神奈川県川崎市川崎区昭和町２丁目 1996,6,29 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996,6,29 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996,9,28 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996,9,4 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Gnaphalium pensylvanicum ﾀﾁﾁﾁｺｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996,6,29 武井尚 武井尚 佐藤栄作
キク Erigeron annuus ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
キク Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
キク Ainsliaea acenfolia ﾓﾐｼﾞﾊｸﾞﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
キク チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 １９９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク タカサブロウ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．９．２８ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区池上新町２丁目 １９９６．７．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク カントウタンポポ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク オニタビラコ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
キク ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
キク Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 １９９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Eclipta prostrata タカサブロウ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢



キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．９．２８ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区池上新町２丁目 １９９６．７．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Bidens pilosa コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Gnaphalium affine ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Taraxacum platycarpum カントウタンポポ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
キク Gnaphalium　pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚
キク Ambrosia　avtemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市下作延緑ヶ丘霊園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚
キク Ambrosia　avtemisiifolia ブタクサ 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川東 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
キク Gentipeda　minima トキンソウ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
キク Erigeron　annuis ヒメジョオン 神奈川県川崎市高津区宇奈根多摩川原 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
キク Erigeron　annuis ヒメジョオン 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川東 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
キク Eclipta　thermalis　bunge モトタカサブロウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚
キク Astor　tacaricus シオン 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
キク K．Pseudo-yomena　kitam カントウヨメナ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
キク Gentipeda　minima トキンソウ 神奈川県川崎市下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
キク Petunia japonicus フキ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Bidens pillosa コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Youngia denticulata ヤクシソウ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ岡霊園 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Petunia japonicus フキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Solidago altissima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市高津区北見方２丁目多摩川土手1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Ambrosia trifida オオブタクサ 神奈川県川崎市高津区北見方２丁目多摩川原 1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市高津区北見方３丁目多摩川原 1998.9.5 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Cirsium incomptum トネアザミ 神奈川県川崎市宮前区神本本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Lactura indica アキノノゲシ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３丁目 1998.8.8 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Taraxacum platycaroum カントウタンポポ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Ixeris debilis オオジシハリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Gnaphalium affine ハハコグサ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キク Aster tataricus シオン 神奈川県川崎市宮前区鷺沼四丁目公園 1998.8.3 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
キク Eupatorium japonicum フジバカマ 神奈川県川崎市宮前区神本本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
キク Conysa sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋



キク Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1996.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Stenactis strigosus ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市幸区小倉 1997.6.8 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Gnaphalium specatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.6.14 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Phalaris japonicus フキ 神奈川県川崎市中原区狩苅宿 1997.6.14 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Artemisia indica ヨモギ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目 1997.6.2 武井　尚 H.Takei 中村千尋
キク Erigeron annuus ヒメジョオン 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
キク Sonchus oleraceus ノゲシ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ　ｃａｎａｄｅｎｓｉｓ ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
キク Ｂｉｄｅｎｓ　ｆｒｏｎｄｏｓａ アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
キク Gnaphalium japonicum ウラジロチチコグサ 東京都練馬区東大泉5丁目 2002.７.9 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
キク Aster ageratodes Turcz. シロヨメナ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
キク Senecio vulgaris L. ノボロギク 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
キク Hemistepta lyrata Bunge キツネアザミ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
キク Hypochoeris radicata L. ブタナ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 1997.7.2 武井尚 H.Takei
キク Cirsium nipponicum(Maxim.)Makino タイアザミ、トネアザミ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei
キク Bidens pilasa L. コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
キク Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キク Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キク Ixeris dentata(Thunb.)Nakai ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キク Syneilesis palmata(Thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キク Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Ixeris dentata(Thunb.)Nakai ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Syneilesis palmata(Thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク Aster fastigiatus Fisch. ヒメシオン 山梨県東山梨郡勝沼町 1954.10.9 檜山庫之
キク キリンギク 東京都葛飾区東四ツ木町 1948.8. 奥山春季
ｷｸ dendranthema japonicum リュウノウギク 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
ｷｸ lapsana fumilis ヤブタビラコ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 武井尚 武井尚
ｷｸ lapsana fumilis ヤブタビラコ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 武井尚 武井尚
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク artemisia monaphylla kitam 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク lxeris dentatavar 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク pendran thema japonicumj kitamura 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク micro stegium 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク leontopodium fauriei 小菅村 片田元葵 片田元葵
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Ixeris dentata var.albiflora form.ampliforia (Kiatam.) Hiyamaオオバナニガナ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク Artemisia sinanensis Yabe タカネヨモギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11



キク Gnaphalium  affine ハハコグサ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 1995,9,1 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク Sonchus  oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎区宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク Gnaphalium  pensylvanicum タチチチコグサ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 1995,9,1 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク Helianthus  tuberosus キクイモ 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク Sonchus  asper オニノゲシ 神奈川県川崎区宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク K.pseudo-yomena カントウヨメナ 神奈川県川崎市宮前区水沢 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
キク Traxacum  officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎区宮前区犬蔵 1998,8,8 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｷｸ Erigeron canadensis ﾋﾒﾔｶｼﾖﾓｷﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｷｸ Conyza sumatrensis Walker　 ｵｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚
ｷｸ Synurus pungens ｵﾔﾏﾎﾞｸﾁ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1996.9.20 武井尚 武井尚
ｷｸ Gnaphalium pensylvanicum Willd. ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
ｷｸ Gnaphalium pensylvanicum Willd. ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚
ｷｸ Gnaphalium pensylvanicum Willd. ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区塩浜町２丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚
ｷｸ Gnaphalium purpureum ﾀﾁﾁﾁｺｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区小町５丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚
ｷｸ Gnaphalium purpureum ﾀﾁﾁﾁｺｸﾞｻ 神奈川県川酒市川崎区日出町 1996.6.6 武井尚 武井尚
ｷｸ Syneilesis palmata ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ｷｸ Ainsliaea acerifolia var.subapoda ｴｲｻﾞﾝﾊｸﾞﾏ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ｷｸ Artemisia indica var. maximowiczii ﾖﾓｷﾞ 神奈川県川崎市高津区子母口 1996.6.10 武井尚 武井尚
ｷｸ Taraxacum platycarpum Dahlst ｶﾝﾄｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.5 武井尚 武井尚
キク コサンダングサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
キク Ｃｉｒｓｉｕｍ　ｎｉｐｐｏｎｉｃｕｍ ナンブアザミ 長野県南佐久郡北相木村木次原 ９６．９．２０ 武井　尚 武井　尚
キク Ｔａｒａｘａｃｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 ９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚
キク Ｔａｒａｘａｃｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浅野３丁目 ９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚
キク Ｔａｒａｘａｃｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区日進町 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
キク Ｔａｒａｘａｃｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 ９６．５．６ 武井　尚 武井　尚
キク Ｓｏｌｉｄａｇｏ　ａｌｔｉｓｓｉｍａ セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区小島町 ９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚
キク ヒメジョオン 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
キク ヤブレガサ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
キク T.officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
キク var. pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
キク Senecio vulgaris ノボロギク 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.28 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
キク Kalimeris pinnatifida ユウガギク 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目多摩川東 1997.6.28 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
キク var. pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目多摩川東 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
キク Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ ｃａｌｖｉｃｅｐｓ タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
キク Ｂｉｄｅｎｓ ｐｉｌｏｓａ コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
キク Ｓｅｎｅｃｉｏ ｖｕｌｇａｒｉｓ ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
キク Ｓｏｌｉｄａｇｏ ａｌｔｉｓｓｉｍａ セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
キク Ｂｉｄｅｎｓ ｐｉｌｏｓａ コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
キク Ｅｒｉｇｅｒｏｎ ａｕｎｕｕｓ ヒメジョオン 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
キク Ｈｅｍｉｓｔｅｐｔａ ｌｙｒａｔａ キツネアザミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉



キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師町 1996.8.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Asubulatusvar.obtusifolius ホウキギク 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
キク Syneilesis palmata ヤブレガサ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
キク Erigeron philadelpphicus ハルジオン 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
キク Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師町 1996.8.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
キク Gnaphalium spicatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市麻生区栗平１丁目 19990422 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Chrysanthemum coronarium シュンギク 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990604 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Gnaphalium affine ハハコグサ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Gnaphalium affine ハハコグサ 神奈川県川崎市麻生区細山２丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Gnaphalium japonicum チチコグサ 神奈川県川崎市麻生区細山６丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Artemisia vulgaris L.var.indica.Maxim. ヨモギ 神奈川県川崎市麻生区細山６丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Cosmos sulphureus キバナコスモス 神奈川県川崎市麻生区黒川 19991119 武井尚 武井尚 岡部亮
キク Eclipta alba Hassk アメリカタカサブロ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 19960911 武井尚 勝山輝男 岡部亮
キク Cosmos bipinnatus Cav. コスモス 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川原 19980905 武井尚 岡部亮
キク Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. メタカラコウ 長野県南佐久郡北相木村木母峠 1987.9.3 武井尚 武井尚 金子尚晃
キク Lapsana humilis (Thunb.) Makino ヤブタビラコ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1984.3.3 武井尚 武井尚 金子尚晃

キク Taraxacum platycarpum Dahlst セイヨウタンポポ
神奈川県川崎区小田町３丁目

19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Gnaphalium japonicum Thumb タチチチコグサ 神奈川県川崎区小田町５丁目 19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Ambrosia trifida L オオブタクサ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Solidago altis sima セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19961027 武井尚 武井尚 小林　源地

キク Bidens pilosa L コセンダングサ
神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目

19961027 武井尚 武井尚 小林　源地

キク Gnaphalium spicatum ウラジロチチコグサ
神奈川県川崎区小田町３丁目

19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Artemisia princeps pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川中島１丁目 19961110 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川中島１丁目 19661110 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川中島１丁目 19661110 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Sonchos oleroces L ノゲシ 神奈川県川崎市川中島１丁目 19661110 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Gnaphalium pensylvanicum Wild チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川中島１丁目 19661110 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Lactuca denticulata Maxim アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19961027 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Lactuca laciniculata Makino アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
キク Ambrosia elatior ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 19960811 武井尚 武井尚 小林　源地
ｷｸ Cirsiumnipponicum(MAxim)Makinovarincommptum(Fr.et.Sav)Kitamﾄﾈｱｻﾞﾐﾀｲﾐﾝｱｻﾞﾐ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1983.10.6 武井尚 大場達之 清遠貴文
ｷｸ Cirsiumnipponicum(MAxim)Makinovarincommptum(Fr.et.Sav)Kitamﾄﾈｱｻﾞﾐﾀｲﾐﾝｱｻﾞﾐ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町市民の森 1985.10.1 武井尚 大場達之 清遠貴文
ｷｸ CirsiumjaponicumDC ﾉｱｻﾞﾐ 群馬県利根郡尾瀬長蔵小屋付近 1951.7.24 武井尚 檜山庫三 清遠貴文



キク Aster subulatus Mickx ホウキギク 神奈川県川崎市高津区北見方3丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Youngia japonica (L.) DC. オニタビラコ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Cirsium japonicum DC. ノアザミ 神奈川県厚木市岡津古久町旧岡津古久峠 1984.5.18 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino トネアザミ 神奈川県大和市上草柳東ノ里 1983.10.26 武井尚 大場達之 川合伴実
キク Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino トネアザミ 神奈川県下鶴間緑野 1983.10.12 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Ixeris stolonifera A. イワニガナジシバリ 神奈川県大和市西鶴間7丁目 1983.5.8 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Ixeris debilis A. オオジシバリ 神奈川県厚木市戸田町下戸田 1984.5.27 武井尚 武井尚 川合伴実
キク Lapsana apogonoides Maxim. コオニタビラコ 神奈川県厚木市岡津古久町宮ノ下 1984.5.18 武井尚 大場達之 川合伴実
キク Lapsana humilis (Thunb.) Makino ヤブタビラコ 神奈川県厚木市林町 1984.4.30 武井尚 大場達之 川合伴実
キク Lapsana humilis (Thunb.) Makino ヤブタビラコ 神奈川県大和市上草柳扇野 1983.4.25 武井尚 大場達之 川合伴実
キク Galinsoga quadriradiata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚
キク Aster subulatus ヒロハホウキギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚
キク Aster subulatus ヒロハホウキギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚
キク Lactuca lacinicata ホソバアキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚
キク　 Sonchus oreraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク　 Aster ageratoides ノコンギク 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
キク科 Helianthus tuberosus キクイモ 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町王子神社付近 1985.9.19 武井　尚 高橋　秀雄
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 富山県下新川郡宇奈月町黒部猿飛峡 1979.8.30 武井　尚 大場　達之
キク科 syneilesis palmata(Thunb.)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(THUNB.)NAKAI ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecio nikoersis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis (Makino) MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Syneilesis palmata(Thunb.)Maximヤブレカサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Senecit nemoresis L. キオン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis palmata(Thunb)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris  denta(Thunb.)Nakai 二ガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis  palmata(thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia tebakoensis MAKINO テバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ixeris dentata (THUNB)NAKAI. ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ｅｕｐａｔｏｒｉｕｍ chinense Ｌ． ヒヨドリバナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｃａｃａｌｉａ tebakoensis ＭＡＫＩＮＯ テバコモミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 syneilesis palmata(Thunb.)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 syneilesis palmata(Thunb.)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 syneilesis palmata(Thunb.)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(THUNB.)NAKAI ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(THUNB.)NAKAI ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(THUNB.)NAKAI ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecio nikoersis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29



キク科 Senecio nikoersis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecio nikoersis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis (Makino) MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis (Makino) MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis (Makino) MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Syneilesis palmata(Thunb.)Maximヤブレカサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Syneilesis palmata(Thunb.)Maximヤブレカサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Syneilesis palmata(Thunb.)Maximヤブレカサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Senecit nemoresis L. キオン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Senecit nemoresis L. キオン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Compositae Senecit nemoresis L. キオン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis palmata(Thunb)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis palmata(Thunb)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis palmata(Thunb)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris  denta(Thunb.)Nakai 二ガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris  denta(Thunb.)Nakai 二ガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris  denta(Thunb.)Nakai 二ガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis  palmata(thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis  palmata(thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Syneilesis  palmata(thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia tebakoensis MAKINO テバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia tebakoensis MAKINO テバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Cacalia tebakoensis MAKINO テバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ixeris dentata (THUNB)NAKAI. ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ixeris dentata (THUNB)NAKAI. ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ixeris dentata (THUNB)NAKAI. ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キク科 Ｅｕｐａｔｏｒｉｕｍ chinense Ｌ． ヒヨドリバナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｅｕｐａｔｏｒｉｕｍ chinense Ｌ． ヒヨドリバナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｅｕｐａｔｏｒｉｕｍ chinense Ｌ． ヒヨドリバナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｃａｃａｌｉａ tebakoensis ＭＡＫＩＮＯ テバコモミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｃａｃａｌｉａ tebakoensis ＭＡＫＩＮＯ テバコモミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ｃａｃａｌｉａ tebakoensis ＭＡＫＩＮＯ テバコモミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis デバコモシジガキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キク科 Cacalia tebakoensis デバコモシジガキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29



キク科 Cacalia tebakoensis デバコモシジガキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キク科 Senecio nikoensis サワギク 山梨県小菅村
キク科 Senecio nikoensis サワギク 山梨県小菅村
キク科 Senecio nikoensis サワギク 山梨県小菅村
キク科 Cacalia tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村
キク科 Cacalia tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村
キク科 Cacalia tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村
キク科 Ainsliaea acerifolia エイザンハグマ 山梨県小菅村
キク科 Ainsliaea acerifolia エイザンハグマ 山梨県小菅村
キク科 Ainsliaea acerifolia エイザンハグマ 山梨県小菅村
キク科 lxeris　dentata　(Thub)　Nhka ニガナ 山梨県小菅村 2003.6．43
キク科 lxeris　dentata　(Thub)　Nhka ニガナ 山梨県小菅村 2003.6．43
キク科 lxeris　dentata　(Thub)　Nhka ニガナ 山梨県小菅村 2003.6．43
キク科 Cacalia tebakoensis(Makino)MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis(Makino)MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia tebakoensis(Makino)MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ainsliaea　acerifolia var.subapada Nakai エイゼンハグマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ainsliaea　acerifolia var.subapada Nakai エイゼンハグマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Ainsliaea　acerifolia var.subapada Nakai エイゼンハグマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia delphiniforia モミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia delphiniforia モミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Cacalia delphiniforia モミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Ixeris dentata ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecia nikoensis サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecia nikoensis サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Senecia nikoensis サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolius Willd. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1995．8.6 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Aster subulatus Michx. ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．6.29 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. タチチチコグサ（チチコグサモドキ）神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolius Willd. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Erigeron sumatrensis Retz オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996．10.27 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Arternisia princeps PAMP. Var. orientalis HARA ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 1996．7.26 武井尚 武井尚 西村俊

キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996．10.27 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996．11.6 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Ambrosia artemisifolia L. var. elotior DESC. ブタクサ 1996．6.29 武井尚 武井尚 西村俊



キク科 Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. (E) hairy Galinsogaハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区富士見２丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
キク科 Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区東町 1996.5.10 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Bidens pilosa コ　シロノ　センダングサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Aster exilis オオホウキギク 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Lactuca indica アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Aster subulatus ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区藤崎 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Aster exilis オオホウキギク 神奈川県川崎市川崎区殿町 1996.10.16 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Gnaphalium luteoalbum セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Gnaphalium spicatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Cotula australis マメカミツレ 神奈川県川崎市川崎区塩浜 1996.6.29 武井尚 H.Takahashi岡部奈津子
キク科 Stenactis strigosus ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区殿町 1996.10.16 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区小田栄 1996.9.11 武井尚 武井尚 岡部奈津子
キク科 Ixeris stolonifera イワニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
キク科 Ixeris dentata var.albiflora from.amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
キク科 Anaphalis margaritacea ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
キク科 Solidago altissima L セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Bidens pilosa L var.pirosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Erigeron annuus philadel phicus L ハルジョオン 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Eupatoriumu chinense ヒヨドリバナ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Cirsium nipponicum タイアザミ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Taraxacum japonicum offininale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Ixeris debilis A Gray オオジシバリ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 H.Takei 木本敬行
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
キク科 Cacalia tebakoensis MAKINO テバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
キク科 Ixeris dentata (THUNB)NAKAI. ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 Ｅrigeron sumatrensis RETZ. オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 Ambrosia trifida L.. マルバクワモドキ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 Sonchus asper(L..)Hill. オニノゲシ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 K.psendo-yomena kitam. カントウヨメナ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 K.psendo-yomena kitam. カントウヨメナ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 Youngia japonica(L..)DC. 神奈川川崎市麻生区白鳥３丁目 1998.9.11 武井尚 武井尚
キク科 Sonchus asper(L..)Hill. オニノゲシ 神奈川川崎市宮前区平２丁目 1995.9.1 武井尚 武井尚
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚 坂本慎司
キク科 syneilesis palmata(Thunb.)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
キク科 Ixeris dentata(THUNB.)NAKAI ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
キク科 Senecio nikoersis Miq. サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
キク科 Erechtites hieracifolia ダンボロギク 神奈川県川崎市麻生区黒川 １９９８．９．１１ 武井尚 武井尚



キク科 Erechtites hieracifolia ダンボロギク 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚
キク科 Erechtites hieracifolia ダンボロギク 東京都町田市本町田 1998.9.4 武井尚 武井尚
キク科 Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚
キク科 Sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚
キク科 Lactuca indica アキノゲシ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚
キク科 Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.9.28 武井尚 武井尚
キク科 Erigeron annuus ヒメジョオン 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚
キク科 Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚
キク科 Cosmos sulphureus キバナコスモス 神奈川県川崎市高津区瀬田 1998.9.5 武井尚 武井尚
キク科 Senecio nikoensis サワギク 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
キク科 Cacalia tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
キク科 Ainsliaea acerifolia エイザンハグマ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
キク科 Artemisia capillaris カワラヨモギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996/6/17 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Galinsoga ciliata ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区江川2 1996/7/17 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Bidens pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Erigeron canadensis ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区境町 1996/9/4 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 神奈川県川崎市川崎区塩浜4 1996/5/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区田町3 1996/5/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Conyza sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区殿町1多摩川東 1996/10/16 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Ambrosia artemisiaefolia var. elatior ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区夜光2 1996/8/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
キク科 Ixeris f. amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
キク科 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai タカネニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
キク科 Ainsliaea　acerifolia var.subapada Nakai エイゼンハグマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
キク科 K.pseudo-yomena kitam カントウヨメナ 神奈川県宮前区平３丁目 1998.9.20 武井尚 T.Katsuyama土屋　利法
キク科 Gnaphalium iaponicum THUNB, チチユグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 土屋　利法
キク科 Ainsidea acerifolia var.subapada Nakai オクモミジハグマ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1997.9.11 武井尚 武井尚 土屋　利法
キク科 Galisoga ciliata BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区夜光２丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 土屋　利法
キク科 Erigeron conadenis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 土屋　利法
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 沖縄県国領郡今帰仁村 1996.2.14 武井尚 大場達之 土屋　利法
キク科 Gnaphalium pensyluanicum WILLD チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Ambrosia srtemisiaefolia L.var.elatior(L.)DESCブタクサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Taraxacum officinale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Cirsium oligophyllam(Fr.rt.Sav)Matsum ノハラアザミ 神奈川県川崎市多摩区管仙岩１丁目 1999.9.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Youngia japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Artemism capillaris Thunb カワラヨモギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Galinsoga ciliata(RAF.)BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Galinsoga ciliata(RAF.)BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
キク科 Cacalia tebakoensis(Makino)MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29. 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁



キク科 Ixeris dentata(Thunb)NAKAI ニガナ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Erigeron strigosus MUHL ヘラバヒメジョオン 長野県上水内郡鬼無里村 1999.10.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Artemisia annua L.. クソニンジン 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1999.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 youngia  japonica (L..) オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1999.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Galinsoga cliata (RAF) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1999.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Artemisia Princeps PAMP ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1999.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Ambrosia antemisiifolia L . ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1999.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Artemisia Princeps PAMP ヨモギ 神奈川県大和市深見西三丁目 1995.9.14 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Gnaphalium calviceps FERN ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Bidens frondosa L . アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Sonchus oleraceus L . オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 中谷冴一
キク科 Ixeris dentata (THUNB) NAKAI ニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
キク科 Cacalia tebakoensis (Makino) MAKINO デバコモミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Galinsoga ciliata (Raf.) Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Crisium vulagre アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市宮前区神木本庁2丁目 1999.05.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Artemisia princeps pawp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Youngia japonica (L..) DC オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
キク科 Cacalia tebakoensis デバコモシジガキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
キク科 sonchus oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.9.6 武井尚 武井尚 北條翔子
キク科 Var.pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 1999.5.7 武井尚 武井尚 北條翔子
キク科 Syneileilesis palmata Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
キク科 t.platycarpum Dahist カントウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区宮前区野川 1999.4.30 武井尚 武井尚 北條翔子
キク科 Sonchus oleraceus L ノゲシ 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井尚 武井尚 北條翔子
キク科 Erigeron philadelphicus L.. ハルジオン 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井尚 武井尚 北條翔子
キク科 Erigeron strigosus MUHL へラバヒメジョオン 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
キク科 Erigeronstrigosus ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Erigeronstrigosus ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Cosmos sulphureus キバナコスモス 神奈川県大和市福田 1989.10.4 武井尚 大場達之 前田理絵
キク科 Helianthus ttuberosus キクイモ 神奈川県厚木市戸田町天船場 1984.9.27 武井尚 高橋秀男 前田理絵
キク科 Rubbeckia laciniata L..var.hortenisis Bailey ハナガサギク 長野県南佐久郡南牧村野辺山 1961.7.30 武井尚 檜山庫三 前田理絵
キク科 Rubbeckia laciniata L..var.hortenisis Bailey ハナガサギク 長野県諏訪郡富士見町 1967.8.26 武井尚 檜山庫三 前田理絵
キク科 Rubbeckia fulgida トウゴウギク 東京都墨田区百花園 1950.6.3 武井尚 檜山庫三 前田理絵
キク科 Eclipta alba Hasskerla erecta L アメリカタカサブロウ 神奈川県厚木市岡津古久町森の下 1984.7.23 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Galinsoga ciliata ハキダメギク 東京都世田谷区経堂 1950.6.30 武井尚 檜山庫三 前田理絵
キク科 Bidensplosa L コシロノセンダングサ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1987.10.8 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Bidens tripartita タウコギ 長野県佐久郡北相木村宮ノ平 1986.9.15 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Coreopsis tinctoria ハルシャギク 神奈川県大和市福田 1989.10.4 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 Bidens bipinnata コセンダニグサ 神奈川県大和市福田三軒庭 1983.9.18 武井尚 高橋秀男 前田理絵
キク科 Cosmos bipinnatus コスモス 神奈川県厚木市飯山町元林 1985.10.19 武井尚 武井尚 前田理絵



キク科 Cotola australis マメカミツレ 神奈川県大和市大和東２丁目 1990.5.30 武井尚 高橋秀男 前田理絵
キク科 Chysanthemum makinoi リュウノウギク 神奈川県厚木市林町 1985.10.10 武井尚 大場達之 前田理絵
キク科 Chysanthemum morifolium キク 神奈川県厚木市戸田町下神 1984.9.15 武井尚 大場達之 前田理絵
キク科 Centipenda minima トキンソウ 長野県南佐久郡北相木村宮ノ平 1987.8.9 武井尚 武井尚 前田理絵
キク科 lxeris　dentata　(Thub)　Nhka ニガナ 山梨県小菅村 2003.6．43 村上秀行 村上秀行 村上秀行
キク科 Pertya　scandens　(Thub．)　Sch．-Bip ナガハノコウヤボウキ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井尚 村上秀行 村上秀行
キク科 Compositae アキバギク,キヨスミギク 千葉県安彦郡鋸南町鋸山 1951.11.18 武井尚 檜山康三 山口善子
キク科 Compositae Eupatorium chinese L.. ヒヨドリバナ 神奈川県厚木市温水町沖原 1984.9.8 武井尚 大場達之 山口善子
キク科 Compositae Eupatorium chinese L.. ヨツバヒヨドリ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 檜山康三 山口善子
キク科 Compositae Eupatorium chinese L.. ヒヨドリバナ 神奈川県津久井郡藤野町 1951.9.30 武井尚 檜山康三 山口善子
キク科 Compositae Pertya robusta(Maxim.)Beauv. カシワバハグマ 神奈川県津久井郡藤野町 1951.9.30 武井尚 檜山康三 山口善子
キク科 Compositae Eupatorium lindleya num DC. サワヒヨドリ 長野県南佐久郡牧村野辺山 1961.7.30 武井尚 H-takei 山口善子
キク科 Compositae Pertya scandens(Thunb.)Sch.-Bipコウロボウキ 神奈川県厚木市恩名町仲ノ町 1985.10.25 武井尚 H-takei 山口善子
キク科 Compositae Aster ageratoides Turcz. ノコンブク 神奈川県津久井郡藤野町 1951.9.30 武井尚 檜山康三 山口善子
キク科 Compositae Syneilesis palmata(Thunb.)Maximヤブレカサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
キク科 Compositae Senecit nemoresis L. キオン 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
キク科 Guaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区浅田３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Guaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Erigeron sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Youngia japonica L.. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Youngia japonica L.. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井尚 武井尚 大久保希
キク科 Gnaphalium japonikam チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
キク科 Erigeron sumatrensis Retz オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolius Willd. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 1996.6.29 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolius Willd. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996.8.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
キク科 Cacalia hastata L. subsp. Farfaraefolia コウモリソウ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
キク科 Ixeris dentata var オオバナニガナ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
キク科 Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1998.9.11
キク科 Erigeron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目 1996.5.10
キク科 gnaphalium spicatum Lam ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10
キク科 Erigeron sumatrensis RER オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28
キク科 Yougia japonica オニタラビコ 神奈川県川崎市川崎区減田４丁目 1996.5.10
キク科 Artemisia princeps pamp ヨモギ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1999.9.13
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
キク科 Gnaphalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
キク科 Artemisis princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
キク科 Bidens biternata(LOUR)MEDR.tt.STEEF コセンダグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町公園前 1996.4.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Bidenspilosa L,var,miner(BLUME)SHERFP コシロノセンダグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Bidens frordosa L.. アメリカセンダグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Bidens frordosa L,. アメリカセンダグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井尚 武井尚 針谷ゆき



キク科 BidenpilosaL,var,meher(BLUME)SHERFP コシロノセンダグサ 神奈川県川崎市大師河原２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 BidenpilosaL,var,meher(BLUME)SHERFP コシロノセンダグサ 神奈川県川崎市日進町公園 1996.10.10 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Taraxacum officinale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市幸区都町さいわい緑道 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Galinsoga ciliata (RAF;)BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市幸区都町さいわい緑道 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Erigeron philadelehicus L, ハルジョン 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Gnaphalium specatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区都町さいわい緑道 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Ixeris stolonlfera a Gray イワニガナジシバリ 神奈川県川崎市幸区都町公園内 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Erigeron bhiladelphicasL, ハルジョン 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Gnaphalium specatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Gnaphalium pensylvanicum WILLD, チチコグサモドキ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Cocculus orbiculatus(L,)DC, セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Gnaphalium calviceps FELN タチチチコグサ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Sonchus asper(L.)HILL オニノゲシ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
キク科 Ixeris dentata var.albifloraform.amplifolia(kitam)H.yamaオオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キク科 Bidens biternata(LOUR)MEDR.tt.STEEF センダングサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キク科 Cacalia nikomontana Neatsum オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キク科 Gnaphalium affineD.Don ハハコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キク科 Artemisia anontana オオヨモギ　ヤマヨモギ 長野県岡谷市針伏山 1951,8,20 武井尚 横山庫之
キク科 Artemisia anontana オオヨモギ　ヤマヨモギ 長野県南佐久郡北相木材坂の上 1986,5,23 武井尚 武井尚
キク科 Cacalia adenostyloides カニコウモリ 長野県永楽郡武石村美が原 1954,8,18 武井尚 横山庫之
キク科 Cacalia adenostyloides カニコウモリ 長野県諏訪郡富現町白岩ヶ岳 1967,8,27 武井尚 奥山春季
キク科 Cacalia farfaraefolia var.bulbifera タマブキ 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林 1948,8,17 武井尚 横山庫之
キク科 Cacalia farfaraefolia ウスゲタマブキ 長野県南佐久郡北相木材向平 1986,9,13 武井尚 奥山春季
キク科 Cacalia farfaraefolia コウモリソウ 長野県南佐久郡北相木材御座山　　　 1962,7,28 武井尚 横山庫之
キク科 Syneilesis palmeta ヤブレガサ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
キク科 Eupatorium chinense L. ヒヨドリバナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,16 水木智草 水木智草
キク科 Chrysanthemum indicum L. アブラギク 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,18 水木智草 水木智草
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,24 水木智草 水木智草
キク科 Cacalia hikomontana. オオカニコウモリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,25 水木智草 水木智草
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,26 水木智草 水木智草
キク科 Ixeris dentata オオバナニガナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,28 水木智草 水木智草
キク科 Artemisia princeps Pama. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
キク科 Petasites japonicus Maxim フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
キク科 Erigeron annuus Pers ヒメジオン 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀
キク科 Sonchus asper(L.) Hill オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Bidens pilosa L.var pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.8.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Bidens pilosa L.var pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Bidens pilosa L.var pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.8.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀



キク科 Erigeron sumatrensis Retz オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Gnaphalium　spicatum Lam ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
キク科 Artemisia princeps Pama. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
キク科 Petasites japonicus Maxim フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
キク科 Erigeron annuus Pers ヒメジオン 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀
キク科 Gnaphalium luteoalbum L セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市東扇島 1996.5.22 武井尚 武井尚 大坂碧
キク科 Solidago altissima l セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚 大坂碧
キク科 Artemisa princeps Pamp ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 大坂碧
キク科 Petasites japonicus Maxim フキ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 大坂碧
キク科 Gnaphalinm affine D.Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.5.29 神村佑 工藤圭太朗大坂碧
キク科 solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９９９，９／１９武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Siegesbeckia glabrescens Mak. コメナモミ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９，１０／２３武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Sonchus asper(L..)Hill. オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区扇島三井埠頭 １９９６，７／２８武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Galinsoga ciliata (RAF.)BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６，８／１８武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 G.pensylvanicum WILLD. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 １９９６，７／２８武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 １９９６，５／３ 武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Aster subulatus Michx. ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 山梨県小菅村 ２００５，５／２９神村佑 神村佑 香月正樹
キク科 Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Erigeron bonariensis L. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 S. asper (L.)HILL オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Bidens pilosa L. var. pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Artemsia princeps PAMP ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Gnaphalium japonicum THUNB. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Kalimeris pinnatifida ユウガギク 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Ixeris debilis A. GRAY オオジシバリ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
キク科 Youngia Japonica L.. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
キク科 Erigeron bonariensis L. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚
キク科 Erigeron sumatrensis.Retz オオアレチノグサ 神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium calviceps Fern タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 1996.4.23 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium calviceps Fern タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚
キク科 X.canadense Mill. オオオナモミ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚



キク科 senecio vulgaris L.(英)Groundsel. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
キク科 Artemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Erigeron philadelphicus L ハルジオン 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Taraxacum officinae Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Petasites japonicus フキ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Senecio vulgaris L ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Ａｍｂrosia artemisiae.folia L ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 １９９６．８．２２ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Sonchus oleraceus L ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東町２町目 １９９６．４．１３ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Taraxacum officinae Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．１０．２３武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Aster sp オオホウキギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．１０．２３武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Arxtemisia prineeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．１０．２３武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Arxtemisia prineeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．４．８ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．４．８ 武井尚 武井　尚 早川光也
キク科 Petasites japonicus(sSieb.et Zucc.)Maxim フキ 山梨県小菅村 2005.5.29 半谷純也 半谷純也
キク科 Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ　ａｆｆｉｎｅ　Ｄ．Ｄｏｎ ハハコグサ ホウユグサ神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ａｍｂｒｏｓｉａ　ａｒｔｅｍｉｓｉｉｆｏｌｉａ　Ｌ． ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｅｌｅｕｓｉｎｅ　ｉｎｄｉｃａ オヒシバ 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｓｏｎｃｈｕｓ　ｏｌｅｒａｃｅｕｓ　Ｌ． ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ　Ｓｐｉｃａｔｕｍ　Ｌａｍ． ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市中原区井田 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ　ｐｅｎｓｙｌｖａｎｉｃｕｍ　Ｗｉｌｌｄ． タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 １９９５．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｅｒｉｇｅｒｏｎ　ｂｏｎａｒｉｅｎｓｉｓ　Ｌ．Ｅ アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区境町 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ａｍｂｒｏｓｉａ　ａｒｔｅｍｉｓｉｉｆｏｌｉａ　Ｌ． ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ　ｐｅｎｓｙｌｖａｎｉｕｍ　Ｗｉｌｌｄ． チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｂｉｄｅｎｓ　ｐｉｏｓａ　Ｌ．Ｖａｒ　ｐｉｏｓａ コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｅ．Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉｃｕｓ　Ｌ． ハルジョオン 神奈川県川崎市川崎区境町 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｅｒｉｇｅｒｏｎ　ｓｕｍａｔｒｅｎｓｉｓ　Ｒｅｔｚ． オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区境町 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Ｅｒｉｇｅｒｏｎ　ｓｕｍａｔｒｅｎｓｉｓ　Ｒｅｔｚ． オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
キク科 Arxtemisia princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29 本多綱貴 本多綱貴
キク科 Youngia japonica(L..)DC オニタビラコ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Gnaphalium pensylvanicum WILLD チチコグサモドキ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Crassocephalum crephalum crepidioides(Benth.)S.Mooreベニバナボロギク 神奈川県　川崎市　多摩区　西生田　１丁目 1999.7.25 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Bidens pilosa L.. コセンタングサ 神奈川県　川崎市　川崎区　浮島町 1996.4.24 武井尚 勝山輝男 松岡みずき
キク科 Artemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Ambrosia artemisiaefolia L.. ブタクサ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Erigeron annuus (L..) ヒメジョオン 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Bidens pilosa L.. コセンタングサ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Ambrosia artemisiaefolia L.. ブタクサ 神奈川県　川崎市　川崎区　千鳥町　市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Altemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県　川崎市　幸区　幸町　３丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 三枝俊平 三枝俊平 松岡みずき



キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
キク科 Erigeron strigosus MUHL. ヘバラヒメジョオン 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Xanthium strumariumL . オオオナモミ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Taravacum officinale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Sonchus asoer (L .) HILL オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　公園 1996.4.24 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Helianthus tuberosuus L . キクイモ 神奈川県川崎市幸区古市場　多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Galinsoga ciliata (PAF.) ハキダメギク 神奈川県川崎市幸区古市場2丁目　多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Erigeron bnariensis L . アレチノギク 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1996.6.12 武井尚 武井尚 松崎玲奈
キク科 Artemisia princeps P AMP . ヨモギ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 三枝俊平 三枝俊平 松崎玲奈
キク科 Hemistepta lyrata BUNGE キツネアザミ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999．5.29 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Gnapthalium luteo-album L.. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島街 1999．5.26 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Gnapthalium calviceps FERN タチチチコグサ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996．6.12 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Galinsoga ciliata(RAF.)BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996．6.12 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Taraxacum laevigatum DC. アカミタンポポ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Gnaphalium pensylvanicum WILLD. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
キク科 Artemisia princeps PAMP. ヨモギ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 三枝俊平 三枝俊平 三枝俊平
キク科 Petasites japonics フキ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 三枝俊平
キク科 Artemisia princeps PAMP. ヨモギ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
キク科 Graphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 １９９６．８．２５ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区旭町2丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Aster Tripolium.L. ウラギク 神奈川県川崎市川崎区旭町2丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Xanthium strumarium L. オオオナモミ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Taraxacum officiale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．４．１３ 武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Youngia japonica DC. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Taraxacum officiale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Xanthium strumarium L. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Galinsoga ciliata BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Setaria viridis エノコログサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 三枝俊平 三枝俊平 山本教裕
キク科 Artemisia princeps PAMP. ヨモギ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
キク科 T. officinale Webb セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
キク科 B. frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
キク科 Lactuca scariola L. トゲチシャ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子
キク科 Artemisia princeps Pamp.var.orientalis HARA ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子



キク科 Papaver orientale L.. オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
キク科 Artemisia princeps Pamp.var.orientalis HARA ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
キク科 Galinsoga ciliata (RAF.) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 Y.japonica DC. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1997.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 Erigaron bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 S.asper MILL オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 Aster subulatus MICHX. ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 重田拓郎
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
キク科 Sonchus aspeｒ（L..)Hill オニノゲシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Gnaphalium calviceps Fern タチチチコグサ 神奈川県川崎市幸区下平間 1997.5.28 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Bidens pilosa L..var pilosa コセンタングサ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Lactuca indica L. アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Gnaphalium japonicum Thunb. チチコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 大和満美
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
キク科 Ｓｏｎｃｈｕｓ　ａｓｐｅｒ　（Ｌ．）Ｈｉｌｌ． オニノゲシ 神奈川県川崎市多摩区管仙容一丁目 １９９８．５．９ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
キク科 Ｔａｒａｘａｃｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ　Ｗｅｄｅｒ セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 Ｈ．Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
キク科 Ｇａｌｉｎｓｏｇａ　ｃｉｌｉａｔａ（Ｒａｆ．）Ｂｔａｋｅ ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
キク科 Ｇｎａｐｈａｌｉｕｍ　ｌｕｔｅｏ－ａｌｂｕｍ　Ｌ． セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９８．５．３１ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
キク科 Txeris　debliis オオジシバリ 神奈川県川崎市高津区久地 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
キク科 Artemisia princeps Pampan ヨモギ 神奈川県大和市深見町３丁目 1995.9.14 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
キク科 Petisetes japonicus フキ 神奈川県川崎市多摩西生田１丁目 1999.4.2 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Gnaphlium japonicum THUNB. チチコグサ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.5 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Bidens pilosa L. コセンダンクサ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 E. smatrensis RETZ. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Bidens frondosa.L アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Senecio vulgaris.L. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Galinsoga ciliata(RAF.) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
キク科 Ixeris f. amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai タカネニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Cocolia tebakoensis Makino テバコモミジグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Annaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Leontopodium japonicum ウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Ixeris dentata var. オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium chinense L. ヨツバヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Gnaphalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11



キク科 Artemisis princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium Lindley anum DC. サワヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Ghophalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Artemisia Princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Lxeris dentata var オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Ixeris dentata var.albifloraform.amplifolia(kitam)H.yamaオオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Bidens biternata(LOUR)MEDR.tt.STEEF センダングサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana Neatsum オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Gnaphalium affineD.Don ハハコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.22
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.27
キク科 Eupatorium chinense L. ヒヨドリバナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,16
キク科 Chrysanthemum indicum L. アブラギク 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,18
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,24
キク科 Cacalia hikomontana. オオカニコウモリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,25
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,26
キク科 Ixeris dentata オオバナニガナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,28
キク科 Gnaphalium japonikam チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Miyamayyomena Savatieri(Makino) Kitam. ミヤマヨメナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Anaphalis margaritacea (L..) Benth. et Hook..f.ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Senecio flammeus Turcz コウリンカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Crepidiastrum Keiskeanum (Maxim.) Nakai アゼトウナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Ixeris stolonifera イワニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Ixeris dentata var.albiflora from.amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Anaphalis margaritacea ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Petasites japonics フキ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キク科 Artemisia princeps PAMP. ヨモギ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
キク科 Gnaphalium affine D.DON ハハコグサ 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 1997.6・21 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Taraxacum T.officinala Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996.4・13 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Erigeron canadensis L． ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区境町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Sonchus oleraceus L． ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Ｙoungia japonica (L..)DC． オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Sonchus oleraceus L． ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区小川町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Ｙoungia japonica (L..)DC． オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Ambrosia artemsiifolia L..var.elatior(L..)DESC. ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Ambrosia trifida L.. オオブタクサ・クワモドキ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
キク科 Ixeris f. amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai タカネニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Cocolia tebakoensis Makino テバコモミジグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11



キク科 Annaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Leontopodium japonicum ウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Ixeris dentata var. オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium chinense L. ヨツバヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Gnaphalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Artemisis princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium Lindley anum DC. サワヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Ghophalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Artemisia Princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Lxeris dentata var オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Ixeris dentata var.albifloraform.amplifolia(kitam)H.yamaオオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Bidens biternata(LOUR)MEDR.tt.STEEF センダングサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana Neatsum オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Gnaphalium affineD.Don ハハコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.22
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.27
キク科 Eupatorium chinense L. ヒヨドリバナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,16
キク科 Chrysanthemum indicum L. アブラギク 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,18
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,24
キク科 Cacalia hikomontana. オオカニコウモリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,25
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,26
キク科 Ixeris dentata オオバナニガナ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,28
キク科 Gnaphalium japonikam チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Miyamayyomena Savatieri(Makino) Kitam. ミヤマヨメナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Anaphalis margaritacea (L..) Benth. et Hook..f.ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Senecio flammeus Turcz コウリンカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Crepidiastrum Keiskeanum (Maxim.) Nakai アゼトウナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キク科 Ixeris stolonifera イワニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Ixeris dentata var.albiflora from.amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Cacalia delphiniifolia モミジガサ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Anaphalis margaritacea ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キク科 Petasites japonics フキ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キク科 Artemisia princeps PAMP. ヨモギ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
キク科 Petasites japonicus フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Gnaphalium spocatum Lam ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
キク科 Bidens pilosa Liwn. コサンダイグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵



キク科 Gnaphalium luteo-album.L. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．4.8 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
キク科 Gnaphalium luteo-album.L. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
キク科 Gnaphalium luteo-album.L. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．8.18 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
キク科 Miyamayyomena Savatieri(Makino) Kitam. ミヤマヨメナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
キク科 Anaphalis margaritacea (L..) Benth. et Hook..f.ヤマハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
キク科 Senecio flammeus Turcz コウリンカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
キク科 Crepidiastrum Keiskeanum (Maxim.) Nakai アゼトウナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
キク科 Cacalia tebakoensis デバコモシジガキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キク科 Erigeron　conadensis　L ヒメムカシヨモギ 長野県南佐久郡北相木村通台 1998.8.24 武井尚 H．Takei
キク科 Eupatorium　lindleyanum　DC　 サワヒヨドリ 神奈川県厚木市岡津古久町宮ノ前 1984.9.24 武井尚 H．Takei
キク科 Eupatorium　chinense　L　var　simplicfolium　(Mark．)　KITAMヒヨドリバナ 神奈川県横浜市戸塚区飯島町 1985.7.7 武井尚 大場達之
キク科 Asterageratoides　Turcz-subsp.ovatus ノコンギク 長野県南佐久郡北相木村三寸木 1986.9.12 武井尚 奥山春季
キク科 Leibnitzia　anandria(L.)TURCZ　 ムラサキタンポポ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 不明
キク科 Cotula　austaralis　(SIEBER)　Hoor．Ｆ マメカミツレ 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 高橋秀男
キク科 Bidens frondosa アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
キク科 Gnaphalium pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市麻生区細山2丁目 1996.5.30 武井尚 片柳圭
キク科 Artemisia princeps ヨモギ 神奈川県川崎市麻生区白石町 1996.9.28 武井尚 片柳圭
キク科 Helianthus tuberous キクイモ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川東 2000.9.30 武井尚 片柳圭
キク科 Aster subulatus ホウキギク 東京都八王子市横山町 2000.9.24 武井尚 片柳圭
キク科 Hypochoeris radicata ブタナ 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
キク科 Aster sp ヒロハホウキギク 神奈川県川崎市麻生区白鳥3丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
キク科 Gnaphalium ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
キク科 Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市麻生区白鳥3丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
キク科 Cacalia delphiniforia モミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
キク科 Ixeris dentata ニガナ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
キク科 Senecia nikoensis サワギク 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
キク科 Sonchus Oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 H.takei
キク科 Erigeron Sumatrensis オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.9.3 武井　尚 大場　達之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 神奈川県大和市福田根下 1983.8.3 武井　尚 大場　達之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 神奈川県大和市つきみ野７丁目 1987.11.12 武井　尚 大場　達之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 千葉県安房郡小湊町清澄山 1951.11.16 武井　尚 檜山　庫之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井　尚 檜山　庫之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 神奈川県大和市中央林間５丁目 1983.8.10 武井　尚 大場　達之
キク科 Eupatorium  chinense  L. ヒヨドリバナ 長野県南佐久郡北相木村深沢 1971.8.26 武井　尚 奥山　春季
キク科 Eupatorium　fortunei  Turcz. フジバカマ 東京都江戸川区江戸川土手 1948.12.5 武井　尚 小松崎　一雄
キク科 Eupatorium  chinense  L.  Subsp.  Sachalinense  Kitamヨツバヒヨドリ 長野県北安曇郡小谷村雨飾山 1959.8.3 武井　尚 檜山　庫之
キク科 var.  Hakonense(Nakai)Kitam  ハコネヒヨドリ 長野県佐久市荒船山 1961.7.29 武井　尚 奥山　春季
キク科 Pertya  glablescens  Sch-Bip ナガバノコウヤボウキ 長野県南佐久郡北相木村栂峠 1987.9.3 武井　尚 武井　尚
キク科 Aster  ageratoides  Turcz.subsp.ovatus(Ft.et.sav.)Kitamノコンギク 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井　尚 檜山　庫之
キク科 Aster  ageratoides  Turcz.subsp.ovatus(Ft.et.sav.)Kitamノコンギク 神奈川県厚木市温水町東農大付近 1985.10.25 武井　尚 大場　達之
キク科 Miyamayomena  savatieri(Makino)Kitam ミヤマノヨメナ 神奈川県大和市下鶴間 1990.5.24 武井　尚 大場　達之
キク科 Pertya  scandens(Thunb.)Sch-Bip コウヤボウキ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1985.6.4 武井　尚 不明



キク科 Ixeris  denta(Thunb.)Nakai 二ガナ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
キク科 Syneilesis  palmata(thunb.)Maxim. ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
キク科 Ｓ．Ｔａｎａｋａｅ Ｆｒ． Et sav． セイタカトウヒレン 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1997.9.10 武井尚 Ｈ，Ｋａｔｓｕｙａｍａ
キク科 Ｂｉｄｅｎｓ biternata コシロノセンダイグサ 沖縄県国頭郡恩納村万座毛 1998.2.13 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ａｓｔｅｒ subulatus ホウキギク 沖縄県南風原町 1998.2.15 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ｆａｒｆｕｇｉｕｍ ｊａｐｏｎｉｃｕｍ Ｋｉｔａｍ ツワブキ 沖縄県国領郡今帰仁村 1998.2.14 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ｙｏｕｎｇｉａ japonica オニタビラコ 沖縄県国領郡今帰仁村 1998.2.14 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ｃｉｒｓｉｕｍ nipponicum Ｍａｋｉｎｏ トネアザミ 長野県南佐久郡北相木村通岩 1997.9.10 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ａｓｔｅｒ Ｇｌｅｈｎｉ ゴマナ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1997.9.10 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ａｓｔｅｒ Ｇｌｅｈｎｉ ゴマナ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1997.9.10 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
キク科 Ｅｕｐａｔｏｒｉｕｍ chinense Ｌ． ヒヨドリバナ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
キク科 Ｃａｃａｌｉａ tebakoensis ＭＡＫＩＮＯ テバコモミジガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
キク科 Gnaphalium specatum ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
キク科 Lautica indica L. アキノノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
キク科 E.sumatrensis RETZ. オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
キク科 X.canadence MILL. オオオナモミ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
キク科 X.canadence MILL. オオオナモミ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
キク科 Cirsium Valgare(SAVI)TENORE アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.22 片山彰 片山彰
キク科 Leontopodium Fauriei ミヤマウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.27 片山彰 片山彰
キク科 Ixeris f. amplifolia オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Ixeris dentata (Thunb.) Nakai タカネニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
キク科 Cocolia tebakoensis Makino テバコモミジグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Annaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Leontopodium japonicum ウスユキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Ixeris dentata var. オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium chinense L. ヨツバヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Cacalia nikomontana オオカニコウモリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Gnaphalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Artemisis princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キク科 Eupatorium Lindley anum DC. サワヒヨドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Ghophalium japonicum チチコグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Artemisia Princeps ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Lxeris dentata var オオバナニガナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
キク科 Bidens frondos L アメリカセンダングサ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 武井尚 大場達之
キク科 Cocolia tebakoensis Makino テバコモミジグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
キク科 Annaphalis sinica Hance ヤハズハハコ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
キク科 Chrysanthemum leucanthemum L.. フランスギク 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
キク科 Cnaphalium japonicum Thunb. チチコグサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚
キク科 Lapsana humilis Makino ヤブタビラコ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.23 武井尚 武井尚
キク科 Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ 長野県小県郡真田町烏帽子岳 1951.8.14 武中国江 檜山庫三
キク科 Picris hieracioides L.. subsp. japonica (THUNB.) KRYLV.コウゾリナ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
キク科 Cirsium vnlgare (SAVI) TENORE アメリカオニアザミ 東京都小金井市貫井町４丁目学芸大学構内 2000,7,11 武井尚 武井尚



キク科 Youngia japonica (L.) DC. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996,11,10 武井尚 武井尚
キク科 Taraxacum officinale WEBER セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996,11,10 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium affine D. Don ハハコグサ 神奈川県川崎市高津区久末 1998,10,10 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium affine D. Don ハハコグサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999,5,29 武井尚 武井尚
キク科 Petasites japonicus Miq. フキ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
キク科 Syneilesis palmata Maxim. ヤブレガサ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿部田裕介阿部田裕介
キク科 Artemisia vulgaris L. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤惇 伊藤惇
キク科 Kalimeris psendoyomena カントウヨメナ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
キク科 Kalimeris psendoyomena カントウヨメナ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
キク科 Lactuca stolonifera Maxim. イワニガナ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８,１０,１０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
キク科 Erigeron sumafrensis Refz. オオアレチノギク 神奈川県川崎市宮前区平2丁目 1995.9.1 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 K. pseudo-yomena Kitam. カントウヨメナ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 1996.9.20 武井尚 勝山輝男 横山昌佳
キク科 Eupateriurim chinese L. ヒヨドリバナ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Gnaplalim japonicum Thunb. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Gnaplalim japonicum Thunb. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Erigeron bonariensis L. アレチノギク 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Erigeron bonariensis L. アレチノギク 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Erigeron sumafrensis Refz. オオアレチノギク 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 K. pseudo-yomena Kitam. カントウヨメナ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Erechtites hireacifolla Raf. ダンドボロギク 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
キク科 Cirsium vulgare (SAVI) TENORE アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
キク科 Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior (L.) DESC.ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚
キク科 Erigeron annuus (L.) PERS. ヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚
キク科 Gnaphalium affine D. Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1996.4.24 武井尚 武井尚
キク科 Galinsoga ciliata (RAF.) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚
キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.9.28 武井尚 武井尚
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚
キク科 Aster ageratoides Turcz var. ovatus Nakai ノコンギク 神奈川県川崎市川崎区池田町 1996.5.10 武井尚 武井尚
キク科 E. strigosus Muhl. ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
キク科 Erigeron caradensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Sonchus deraceus L.. ノゲシ　 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 var.pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
キク科 Erigeron caradensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Sonchus deraceus L.. ノゲシ　 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 var.pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キク科 Cacalia Yatabei Matsum. ヤマタイミンガサ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実



キク科 Senecio nikoensis Miq. サワギク 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
キク科 Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim. フキ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
キク科 Artemisia Princeps Pamp ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
キク科 Aster scaber Thunb. シラヤマギク 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1998.10.20 武井　尚 武井　尚
キク科 Cirsium nipponicum Makino トネアザミ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1983.10.6 武井　尚 大場　達之
キク科 Cirsium nipponicum Makino トネアザミ 神奈川県大和市下鶴間緑野 1983.8.10 武井　尚 大場　達之
キク科 Lactuca indica L.. ホソバアキノノゲシ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町東戸塚駅前 1985.9.19 武井　尚 武井　尚
キク科 Ixeris polycephala Cass. ニガナ 神奈川県厚木市岡津古久町宮ノ前 1985.5.15 武井　尚 武井　尚
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県横浜市戸塚区東戸塚駅前 1985.9.19 武井　尚 大場　達之
キク科 Ixeris debilis A. オオジシバリ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町中ノ島 1985.5.10 武井　尚 武井　尚
キク科 Lapsana apogonoides Maxim コオニタビラコ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.4.12 武井　尚 大場　達之
キク科 Lactuca sororia Miq. ケムラサキニガナ 神奈川県横浜市戸塚区公田町重念台 1985.7.15 武井　尚 大場　達之
キク科 Lapsana humilis Makino ヤブタビラコ 神奈川県大和市福田三軒庭 1983.5.19 武井　尚 大場　達之
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県大和市深見大和原 1983.9.30 武井　尚 大場　達之
キク科 Artemsisia princeps  Pamp. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 小林立明 近藤直紀
キク科 Hemistepta lyrata  BUNGE キツネアザミ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.04.18 武井尚 武井尚
キク科 Syneilesis palmata (Thunb.)Maxim ヤブレガサ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.06.22 武井尚 H.Takei
キク科 Aster subulatus Michx. var. elongatusu Bosserdetオオホウキギク 不明 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolious Willd アレチノギク 不明 神奈川県川崎市川崎区旭町2丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Erigeron canadensis L. オオアレチノギク 不明 神奈川県川崎市川崎区旭町2丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolious Willd アレチノギク 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Erigeron canadensis L. オオアレチノギク 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Bidens pilosa L コセンダグサ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Solidago altissima L, セイタカアワダチソウ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd チチコグサモドキ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Gnaphalium affine D. Don ハハコグサ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Ambrosia artemisiifolia L. ブタクサ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Galinsoga ciliata (Raf.) Blake ハキダメギク 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Galinsoga ciliata (Raf.) Blake ハキダメギク 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
キク科 Ixeris polycephala Cass. ニガナ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ（ホオコグサ） 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Erigeron bonariensis L.. アレチギク 神奈川県川崎市幸区古市場２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Galinsoga ciliata (Raf.) Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Erigeron sumatrensis Rets. オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Sonchus asper (L.) Hill オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
キク科 Artemisa princeps ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区小田五丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 坂本和慶
キク科 ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ tuberosus L . キワイモ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井尚 武井尚 坂本和慶



キク科 Erigeron sumatrensis RETZ オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区大師河東一丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 坂本和慶
キク科 Cirsium vulgare (SAVI) TENORE アメリカオニアザミ 神奈川県川崎市川崎区小田七丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 坂本和慶
キク科 Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Gnaphalium pensylvanicum WILLD. チチユグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
キク科 Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
キク科 Youngia japonica (L.) オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Erigeron sumatrensis Retz. オオアレチノギク 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Erigeron bonariensis L.E. linifolius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区昭和２丁目 1996.6.29 武井　尚 武井　尚
キク科 Erigeron bonariensis L.E. linifolius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Bidens var. pilosa L. var. minor (Blume) Sherffコセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
キク科 Bidens var. pilosa L. var. minor (Blume) Sherffコセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Bidens pilosa L .var.minor Sherff コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市多摩区東生田4丁目 1995.9.1 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Galinsoga ciliata (Raf) Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市多摩区東生田2丁目 1987.6.24 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Helianthus tuberosus L. キクイモ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 1998.7.26 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Senecio vulgaris L. ノボロギク 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Cirsium niponicum (Maxim.) Makino トネアザミ タイアザミ神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 2000.9.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 1996.5.4 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ ハルノノゲシ神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
キク科 Bidens Frondosa L. アメリカセンダイグサ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.8.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Galinsoga Ciliata(Raf.)Blake ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Artemisia Princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Artemisia Princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Sonchus Brachyotue DC ハチジョウナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Hemistepta lyrata Bunge キツネアザミ 神奈川県川崎市麻布区黒川 1999.4.22 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Erigeron CanadensisL. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 小林立明
キク科 Matricaria inodora イヌカミツレ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川原1996.4.13 武井　尚 高橋秀男 小林立明
キク科 Senesio nikoensis Miq ベニバナボロギク 神奈川県川崎市多摩区管仙峇１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Ixeris debilis A.Gray オオジジバリ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Youngia japonica (L.)DC. オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Gnaphalium calviceps FERN. タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Gnaphalium japonicum Thunb. ウラジロチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Aster subulatus MICHX. ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Aster subulatus MICHX. ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Bidens frondosa L. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Gnapharium pensylvanicum WILLD チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵



キク科 Galingosa ciliata (RAF.) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.11.19 武井尚 武井尚 庄田千恵
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifoius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Artemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Artemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Artemisia princeps Pamp ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Sonchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifoius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Bidens pilosa L. var. minor (BLUME) SHERFF コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Erigeron strigosus MUHL ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳

キク科 Eclipta proatrata L. タカサブロウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Senecio vulgaris L. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Bidens pilosa L. var. pilosa コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Gnaphalium luteoalbum L. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
キク科 Senecio vulgaris L. ノボログサ 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目 1996.4.5 武井尚 武井尚 上田香織
キク科 Ekigeron philadelphicus L. ハルジオン 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚 上田香織
キク科 Artemisia japonica ヨモギ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井尚 武井尚 上田香織
キク科 Taraxacum laevigafum DC. アカミタンポポ 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 深田　優
キク科 Pertya ovata Maxim コウヤボウキ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 深田　優
キク科 Gnaphalium luteoalbum L.. セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
キク科 Gnaphalium uliginosum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井 尚 勝山輝男
キク科 Conyza bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井 尚 武井 尚
キク科 Conyza bonariensis アレチノギク 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 1996 武井 尚 武井 尚
キク科 Aster sublatus Michx.(E)amual salt-marsh aster ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井 尚 武井 尚

キク科 Erigeron bonariensis L.. アレチノギク 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1996．6.12 武井尚 武井尚 仲尾剛
キク科 Erigeron bonariensis L.. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 仲尾剛
キク科 Senecio vulgaris L. (E) common groundsel ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．4.8 武井尚 武井尚 仲尾剛
キク科 Ambrosia elatior L. ブタクサ　　 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．8.18 武井尚 武井尚 仲尾剛
キク科 Ambrosia elatior L. ブタクサ　　 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996．10.23 武井尚 武井尚 仲尾剛
キク科 Senecio vulgaris L.. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 １９９６．５．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 １９９６．５．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区中島１丁目 １９９６．１１．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通５丁目 １９９６．６．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Senecio vulgaris L.. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
キク科 Artemisia princeps Pamp オオヨモギ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 甲把　和也河津　めぐみ
キク科 Petasites japonicus (sieb.et Zuss.)Maxim. フキ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 横山　昌佳横山　昌佳
キク科 Artemisa princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Artemisa princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区日進町(公園内) 1996.10.10 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Artemisa princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 品川紀子



キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区砂子 1996.7.26 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L..var.minor(Blume)Sherff コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Artemisa princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.20 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Aster subulatus Michx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目多摩川原 1996.8.22 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Sonchus oleraceus L.. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目多摩川土手 1996.4.5 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区夜光2丁目 1996.8.11 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通り2丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens frondosa L.. アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Artemisa princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Erigeron philadelphicus L.. ハルジョオン 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Bidens pilosa L..var.minor(Blume)Sherff コシロノセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目（鷹取公園） 1996.11.6 武井尚 武井尚 品川紀子
キク科 Erigeronn strigosus Muhl ex willd ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 １９９６．６．１６ 武井　尚 武井　尚
キク科 Aster subulatus Mickx ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 １９９６．１０．２３武井　尚 武井　尚
キク科 Gnaphalium affine ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 １９９６．５．２３ 武井　尚 武井　尚
キク科 Sonchus oleraceus L ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．８．８ 武井　尚 武井　尚
キク科 Sonchus oleraceus L ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．１０．２３武井　尚 武井　尚
キク科 Sonchus oleraceus L ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．４．８ 武井　尚 武井　尚
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市幸区都町南川原公園 １９９７．５．２８ 武井　尚 武井　尚
キク科 Erigeron bonariensis L アレチノギク 神奈川県川崎市幸区都町南加瀬四丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 武井　尚
キク科 Gnaphalium affine D ハハコグサ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キク科 Erigeron strigosus MUHL ヘラバヒメジョオン 神奈川県川崎市高津区下作延　緑ヶ丘霊園 1998.10.20 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キク科 Bidens pilosa L コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 1996.10.16 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キク科 Galinsoga ciliata (RAF) BLAKE ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キク科 Gnaphalium pensylvanicum WILLD チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キク科 Petasites japonicus Miq. フキ 神奈川県川崎市麻生区細山一丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
キク科 Picris hieracioides L.var.japonica Regel. コウゾリナ 神奈川県川崎市麻生区細山六丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
キク科 Cirsium nipponicum Makino. トネアザミ（タイアザミ） 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.7.9 武井　尚 大場　達之
キク科 Cirsum japonicum DC. ノアザミ 群馬県利根郡片品村沼田街道わき 1947.7.17 武井　尚 檜山　庫之
キク科 Lapsana apogonides Maxim. コオニタビラコ（タビラコ） 神奈川県大和市福田三軒庭 1983.5.19 武井　尚 大場　達之
キク科 Lapsana humilis Makino. ヤブタビラコ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町金沢市民の森 1985.5.16 武井　尚 武井　尚
キク科 Lactuca debilis Maxim. オオジシバリ 神奈川県厚木市上依知町相模川原 1984.5.23 武井　尚 武井　尚
キク科 Lactuca debilis Maxim. オオジシバリ 神奈川県大和市上和田久田 1983.4.30 武井　尚 武井　尚
キク科 Gnaphalium calviceps FERN タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区小川町 1996.7.26 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
キク科 Lapsana humilis(thunb)Makino ヤブタビラコ 東京都町田市小野路町小野路神社 1992.4.25 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
キク科 Gnaphalium pensylvanicum Willd タチチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
キク科 Helianthus tuberosus L. キクイモ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚
キク科 Astemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区浜町４丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚



キク科 Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区渡田町 1996.9.28 武井尚 武井尚
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区四岩下町 1996.6.6 武井尚 武井尚
キク科 Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚
キク科 Bidens pilosa L. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目 1996.911 武井尚 武井尚
キク科 Ixeris dentata (THNB)NAKAI ニガナ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
キク科 Ixeris debilis A. GRAY オオジシバリ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
キク科 E philadelphicus L ハルジオン 東京都町田市野津田野津田公園 1992.4.25 武井尚 武井尚
きく科 Cacalia peltifolia タイミンガサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Afractylodes japonika koidz オケラ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Cacalia peltifolia タイミンガサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Cacalia peltifolia タイミンガサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Cacalia peltifolia タイミンガサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Afractylodes japonika koidz オケラ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Afractylodes japonika koidz オケラ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Afractylodes japonika koidz オケラ 山梨県北都留群小菅村三頭山
きく科 Cacalia peltifolia タイミンガサ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
きく科 Afractylodes japonika koidz オケラ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
きく科 Ｅｒｉｇｅｒｏｎ　ａｎｎｕｕｓ ヒメジョオン 東京都小金井市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
きく科 ｋａｌｉｍｅｒｉｓ　ｐｉｎｎａｔｉｆｉｄａ ユウガギク 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
キク科（キク亜科）Erigeron benariensis L. アレチノキク 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
キク科（キク亜科）Ｂｉｄｅｎｓ frondosa L. アメリカセンダンカサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
キク科」 Erigeron sumatrensis Retz オオアレチノギク 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.10.5 武井尚 武井尚 松岡みずき
キク科 Ixeris Dentata ニガナ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Cacalia Tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Ixeris Dentata ニガナ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Ixeris Dentata ニガナ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Ixeris Dentata ニガナ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Cacalia Tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Cacalia Tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Cacalia Tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キク科 Senecio Vulgaris L. ノボロギク 神奈川県川崎市扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 神村佑
キク科 Taraxacum japonicum Koidz. Officinale Weberセイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
キク科 Erigeron bonariensis L. E. linifolius Willd. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
キク科 Aster ageratoides TURCZ. Subsp. Ovatus (FR. Et SAV.) KITAM.ノコンギク 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 神村佑
キク科 Kalimeris pinnatifida (MAXIM.) KITAM ユウガギク 神奈川県川崎市多摩区登戸 1999.9.19 武井尚 武井尚 神村佑
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.5.29 神村佑 神村佑 神村佑
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 神村佑
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 神村佑
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.05.29 神村佑 神村佑 酒井玲奈
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 20050.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 酒井玲奈
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.05.29 後藤謙太 後藤謙太 酒井玲奈
キク科 Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Conchus oleraceus L. ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉



キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Sonchus asper L.HILL オニノゲシ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Erigeron bonariensis L.philadelphicus L. アレチノグサ        神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Gnaphalium spicatum Lam. ウラジロ　チチゴグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭　　 1996 7 28 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Gnaphalium japonicum THUMB チチゴクサモドキ 神奈川県川崎市川崎区多摩川原 1995 6 4 武井尚 武井尚 宋玉
キク科 Aster subulatus MICHX オオキギク 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996 8 22 武井尚 宋玉
キク科 Erigeron bonariensis L.philadelphicus L. アレチノグサ   神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996 7 26 武井尚 宋玉
キク科 Gnaphalium Calviceps FERN チチコグサモドギ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
キク科 Chrysanthemum leucanthemum L. 　フランスギク 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
キク科 Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 宋玉
キク科 Aster subulatus MICHX ホウキギク 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 1996 11 10 武井尚 宋玉
キク科 Erigeron bonariensis L..Elinifolius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Erigeron bonariensis L..Elinifolius Willd アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Aster subulatus Michx  オオホウキギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Youngia japonica (L..) DC コオニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Bidens pilosa L.. コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Senecio vulgaris L.. ノボロギク 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
キク科 Artemisia princeps Pama. ヨモギ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎渡邊陽介
キク科 Petasites japonicus Maxim フキ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 渡邊陽介
キク科 Erigeron annuus Pers ヒメジオン 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 渡邊陽介
キク科 Erigeron canadensis L.. ヒメムカシヨモギ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キク科 Solidago altissima L.. セイタカアワダチソウ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キク科 Erigeron bonariensis L.. アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キク科 Ambrosia artemisiifolia L.. ブタクサ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キク科 Bidens pilosa L.. (E) hairy beggarticks コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.28 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.5.29 神村佑 神村佑 後藤謙太
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 後藤謙太
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29 後藤謙太 後藤謙太 後藤謙太
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.5.29
キク科 Gnaphalinm affine D. Don ハハコグサ 山梨県小菅村 2005.05.29
キク科 Petasites japonicus (SIEB. Et Zucc.) MAXIM フキ 山梨県小菅村 20050.5.29
キク科 Artemisa Princeps Pamp. ヨモギ 山梨県小菅村 2005.05.29
キク科 コセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浜町三丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
キク科 Youngia  Japonica オニタビラコ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Gnaphalium Pensyluanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Sonchus Oleraceus ノゲシ 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Erigeron Sumatrensis アレチノギク 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 H.takei
キク科 Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
キク科 Taraxacum officinale セイヨウタンポポ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei



キク科 Bidens Frondosa アメリカセンダングサ 神奈川県川崎市川崎区浜町四丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
キク科 Gnaphalium Calviceps タケチチコグサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
キク科 Gnaphalium Pensylvanicum チチコグサモドキ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
キク科 Ixeris Dentata ニガナ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
キク科 Cacalia Tebakoensis テバコモミジガサ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
キク科 Savatieri Kitam アサマヒゴダイ 長野県南佐久郡北相木川越石国有林 1997.9.12 武井尚 カツヤマ
キク科 Saussurea nikoensis Fr.et Sav シラネアザミ 長野県南佐久郡北相木川越石国有林 1997.9.12 武井尚 武井尚
キク科 Prenanthes aceriforia(Maxim)Matsum フクオウソウ 長野県南佐久郡木次原長者の森 1997.9.11 武井尚 カツヤマ
キク科 Cirsium nipponicum(Maxim)Makino トネアザミ 長野県南佐久郡木次原長者の森 1997.9.11 武井尚 武井尚
キク科 Aster ageratoides Turcz subsp ノコンギク 長野県南佐久郡木次原長者の森 1996.9.20 武井尚 武井尚
キク科 Aster Grehni Fr.Schm var hordpensis Kitam  ゴマナ 長野県南佐久郡木次原長者の森 1997.9.12 武井尚 武井尚
キク科 Bidens polosa L..var. minor コシロノセンダングサ 沖縄県南風原町 1998.2.15 武井尚 武井尚
キク科 Sonchus asper オニノゲシ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 武井尚
キク科 Syneilesis palmata(Thunb)Maxim ヤブレガサ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
キク科 Erigeron philadelphicus ハルジオン 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
キク科 Gnaphalium affine.D.Don ハハコグサ 東京都町田市野津田町 1992.06.22 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
キタ科 Youngia iaponica (L .)DC . オニタビラコ 東京都町田市下山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 神奈川県川崎市高津区久末 1995.9.1 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
キツネノマゴ Ｊｕｓｔｉｃｉａ　ｐｒｏｃｕｍｂｅｎｓ キツネノマゴ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
キツネノマゴ科 Justicia procumbens. キツネノマゴ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
キブシ stachyurus praecox キブシ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
キブシ stachyurus praecox キブシ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
キブシ Ｓｔａｃｈｙｕｒｕｓ　ｐｒａｅｃｏｘ キブシ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
キブシ Ｓｔａｃｈｙｕｒｕｓ　ｐｒａｅｃｏｘ キブシ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
キブシ Stachyurus paecox キブシ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
キブシ Stachyurus praecox Sieb. キブシ 東京都町田市図師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 川合伴実
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. キブシ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb.et Zucc キブシ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb.et Zucc キブシ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８,１０,２０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. キブシ 東京都町田市小山町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb. キブシ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 横山昌佳
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb. キブシ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
キブシ科 Stachyurus praecox Sieb キブシ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.6.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ｷｮｳﾁｸﾄｳ Trachelospermum　asiaticum ﾃｲｶｶｽﾞﾗ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
キョウチクトウ Trachelospermum asiaticum Nakai テイカカズラ 神奈川県厚木市岡津町古久町宮ノ前 1984.5.15 武井尚 大場達之 金子尚晃
キョウチクトウ Trachelospermum asiaticum var. チョウジカズラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.4.2 武井尚 武井尚 金子尚晃
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum テイカカズラ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 武井尚 武井尚
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum テイカカズラ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 土屋　利法



キョウチクトウ科 Trache lospermum asisticum Nakai テイカカズラ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 檜山庫之 北條翔子
キョウチクトウ科 Trache lospermum asiaticum Nakai var. intermedium Nakaiテイカカズラ 高知県高知市桂浜 1989.9.1 飛騨　陽子武井　尚 渡辺　鉄平
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum Nakai テイカカズラ 神奈川県大和市下和田下ノ原 1991.9.2 武井尚 武井尚
キョウチクトウ科 Vinca major L. ツルニチソウ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992,4,25 武井尚 武井尚
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum Nakai テイカズラ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 １９８５,４,１７ 武井尚 大場達之 伊藤雅紀
キョウチクトウ科 Vinca major L. ツルニチニチソウ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiatcum Nakai チイカカズラ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 上田香織
キョウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum Nakai テイカカズラ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
キョウチクトウ科 Trachelosper asiaticum (Sieb. et Zucc.) Nakaiテイカカズラ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 仲尾剛
キョウチクトウ科 Trachclospermum asiaticum(Sieb.et Zucc)Nakaiテイカカズラ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
キヨウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum テイカカズラ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キヨウチクトウ科 Trachelospermum asiaticum テイカカズラ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
キワ科 カントウヨメ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
キンポウゲ Aquilejia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キンポウゲ Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
きんぽうげ Ａｑｕｉｌｅｇｉａ　Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ aquilegia buergeria sied.et zucc ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilejia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キンポウゲ Aquilejia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キンポウゲ Aquilejia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
キンポウゲ Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ Clematis terniflera DC.C.paniculata Thunb.nonJ.E.gmel.,C.Maximowicziana Fr.et Sav.センニンソウ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 H.Takei 三宮喬
キンポウゲ clematis temiflora dc. C. poniculata thunb. Non j.e. gmel.c. mawimowiczianaセンニンソウ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 H-Takei
キンポウゲ aquilegia buergeria sied.et zucc ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
キンポウゲ ClematisJaponica ハンショウヅル 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
キンポウゲ ClematisJaponica ハンショウヅル 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
キンポウゲ Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キンポウゲ Aquilegia akitensis Huth ミヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
きんぽうげ Ａｑｕｉｌｅｇｉａ　Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ aquilegia buergeria sied.et zucc ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides(DC.)Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia akitensis Huth ミヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
きんぽうげ Ａｑｕｉｌｅｇｉａ　Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ aquilegia buergeria sied.et zucc ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides(DC.)Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11



キンポウゲ Aquilegia akitensis Huth ミヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
キンポウゲ clematis terniflora ｾﾝﾆﾝｿｳ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
きんぽうげ Ａｑｕｉｌｅｇｉａ　Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
きんぽうげ Ｔｈａｌｉｃｔｒｕｍ　ｍｉｎｕｓ アキ　カラマツ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
キンポウゲ ｃｌｅｍａｔｉｓ　ｔｅｒｎｉｆｌｏｒａ センニンソウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
キンポウゲ ｃｌｅｍａｔｉｓ　ｔｅｒｎｉｆｌｏｒａ センニンソウ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
キンポウゲ Aquilegia adoxoides(DC.)Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
キンポウゲ Aquilegia adoxoides(DC.)Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
きんぽうげ Ａｑｕｉｌｅｇｉａ　Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
キンポウゲ aquilegia buergeria sied.et zucc ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides(DC.)Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia akitensis Huth ミヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ Aquilegia buergeriana Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ Ranunculus sceleratus ﾀｶﾞﾗｼ 神奈川県川崎市川崎田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ Clematis japonica Thunb. ex Murray ﾊﾝｼｮｳｽﾞﾙ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
キンポウゲ Aquilejia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ThalictrumThunbergiiDC ｱｷｶﾗﾏﾂ 長野県南佐久郡佐久町茂木山 1965.8.10 武井尚 奥山春季 清遠貴文
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ RanunculusacrisL.var;japonicusMaxim ｳﾏﾉｱｼｶﾞﾀ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1979.5.6 武井尚 武井尚 清遠貴文
キンポウゲ Thalictrum aguilegifolium カラマツソウ 長野県芽野市蓼科山麗 1950.8.13 武井　尚 槍山　庫之
キンポウゲ Ranunculus japonicus ウマノアシガタ 長野県南佐久郡北相木村坂上 1984.7.1 武井　尚 武井　尚
キンポウゲ Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 長野県南佐久郡北相木村御金山（木次原口） 1986.7.24 武井　尚 武井　尚
キンボウゲ科 Clematis terniflora センニンソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６，１０／２３武井尚 武井尚 香月正樹
キンポウケ科 Subsp.cantoniensis ケキツネノボタン 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヤマオタマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana SIEB.et.Zucc ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Raununculaceae Aquilegia Baergeriana Sieb.et.Zucc.ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergerinna ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Cimicifuga japonica オオバショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia  Udoxoides(DC)Owhi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana  Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aguitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キンポウゲ科 Ａｑｕｉｌｅｇｉａ Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Paeonia japonica ヤマシャクヤク 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
キンポウゲ科 Aguitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
キンポウゲ科 Clematis japonica ハンショウヅル 神奈川県川崎市麻生区多摩美１丁目 武井尚 武井尚



キンポウゲ科 Clematis japonica ハンショウヅル 神奈川県川崎市麻生区多摩美１丁目 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Aquilegia beurgeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
キンポウゲ科 Aquitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana SEIB.et.ZUCC ヤマオダマキ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヤマオタマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana SIEB.et.Zucc ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
キンポウゲ科 Clematis terniflora DC センニンソウ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1丁目 1999.09.05 武井尚 武井尚 兵働隆志
キンポウゲ科 Apnilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana sieb et. Zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
キンポウゲ科 Anemonopsis　Sieb．Et．zucc レンゲショウマ 山梨県小菅村 2003.6．34 村上秀行 村上秀行 村上秀行
キンポウゲ科 Aquilegia　Buergeriana　Sieb．et.zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6．42 村上秀行 村上秀行 村上秀行
キンポウゲ科 Raununculaceae Aquilegia Baergeriana Sieb.et.Zucc.ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
キンポウゲ科 Ranunculus acer ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
キンポウゲ科 Ranunculus japonicus Thunb. ウマノアシガタ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
キンポウゲ科 Aquilegia adoxoides ヒメウズ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
キンポウゲ科 Cimicifugo simplex wormsk. サラシナショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
キンポウゲ科 　Clematis aiifolia var. bitornata コボタンヅル 長野県南佐久郡北相木材白岩 1987,8,7 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Cimicifuga acerina オオバショウマ 長野県南佐久郡北相木材水上 1997,9,10 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Cimicifuga biternata(sieb.et Zucc.)Miq. イヌショウマ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Clematis apifolia DC コボタンヅル 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
キンポウゲ科 R. cantoniensis DC ケキツネノボタン 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
キンポウゲ科 Clematis terniflora DC. センニンソウ 高知県高知市桂浜 1989.9.1 渡辺かね子武井尚 和田綾子
キンポウゲ科 Ranunculus sceleratus L.. タガラシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
キンポウゲ科 Ｃｌｅｍａｔｉｓ　ｊａｐｏｎｉｃａ　Ｔｈｕｎｂ． ハンショウヅル 神奈川県川崎市多摩区管仙谷四丁目 １９９７．７．２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
キンポウゲ科 Clematis terniflora ヤンニンソウ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
キンポウゲ科 Pulsatilla cernua オキナグサ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.4.15 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヤマオタマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana SIEB.et.Zucc ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Raununculaceae Aquilegia Baergeriana Sieb.et.Zucc.ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergerinna ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Cimicifuga japonica オオバショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia  Udoxoides(DC)Owhi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana  Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aguitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キンポウゲ科 Ａｑｕｉｌｅｇｉａ Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Apnilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キンポウゲ科 Aquilegia beurgeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村
キンポウゲ科 Anemonopsis　Sieb．Et．zucc レンゲショウマ 山梨県小菅村 2003.6．34
キンポウゲ科 Aquilegia　Buergeriana　Sieb．et.zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6．42



キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana SEIB.et.ZUCC ヤマオダマキ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana sieb et. Zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia adaoides(DC)Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculs shinanoalpinus Ohwi タカネノキンポウゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculus japonicus Thunb ウマノアシガタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Cimicifugo simplex wormsk. サラシナショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Anemonopsis Wacro Phylla レンゲショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.13
キンポウゲ科 Aquilegia flavellata ミヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.17
キンポウゲ科 Ranunculus acer ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キンポウゲ科 Paeonia japonica ヤマシャクヤク 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculus sceleratus L.． タガラシ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚 堤雄太
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヤマオタマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana SIEB.et.Zucc ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Raununculaceae Aquilegia Baergeriana Sieb.et.Zucc.ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergerinna ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Cimicifuga japonica オオバショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia  Udoxoides(DC)Owhi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana  Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aguitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キンポウゲ科 Ａｑｕｉｌｅｇｉａ Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Apnilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キンポウゲ科 Aquilegia beurgeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村
キンポウゲ科 Anemonopsis　Sieb．Et．zucc レンゲショウマ 山梨県小菅村 2003.6．34
キンポウゲ科 Aquilegia　Buergeriana　Sieb．et.zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6．42
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana SEIB.et.ZUCC ヤマオダマキ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana sieb et. Zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia adaoides(DC)Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculs shinanoalpinus Ohwi タカネノキンポウゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculus japonicus Thunb ウマノアシガタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Cimicifugo simplex wormsk. サラシナショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Anemonopsis Wacro Phylla レンゲショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.13
キンポウゲ科 Aquilegia flavellata ミヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.17



キンポウゲ科 Ranunculus acer ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
キンポウゲ科 Paeonia japonica ヤマシャクヤク 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
キンポウゲ科 Clematis terniflora DC. センニンソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
キンポウゲ科 Aquilegia adoxoides (DC.) Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
キンポウゲ科 Apnilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
キンポウゲ科 Aquiegia  Udoxoides(DC)Owhi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana  Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
キンポウゲ科 Ａｑｕｉｌｅｇｉａ Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
キンポウゲ科 Anemonopsis Wacro Phylla レンゲショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.13 片山彰 片山彰
キンポウゲ科 Aquilegia flavellata ミヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.17 片山彰 片山彰
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヤマオタマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana SIEB.et.Zucc ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia adoxoides (DC.) OHWI ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Raununculaceae Aquilegia Baergeriana Sieb.et.Zucc.ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergerinna ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Cimicifuga japonica オオバショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia  Udoxoides(DC)Owhi ヒメウズ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquiegia buergeriana  Sieb.et Zucc. ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aguitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
キンポウゲ科 Ａｑｕｉｌｅｇｉａ Ｂｕｅｒｇｅｒｉａｎａ ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Apnilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
キンポウゲ科 Aquilegia beurgeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村
キンポウゲ科 Anemonopsis　Sieb．Et．zucc レンゲショウマ 山梨県小菅村 2003.6．34
キンポウゲ科 Aquilegia　Buergeriana　Sieb．et.zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6．42
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana SEIB.et.ZUCC ヤマオダマキ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquitegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana sieb et. Zucc ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia Buergeriana ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29
キンポウゲ科 Aquilegia adaoides(DC)Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculs shinanoalpinus Ohwi タカネノキンポウゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Ranunculus japonicus Thunb ウマノアシガタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
キンポウゲ科 Aquilegia adaoides(DC)Ohwi ヒメウズ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
キンポウゲ科 Ranunculs shinanoalpinus Ohwi タカネノキンポウゲ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
キンポウゲ科 Aconitum japonicum Thunb. ヤマトリカブト 神奈川県津久井郡藤野町和田峠 1951,9,30 武井尚 檜山庫之
キンポウゲ科 Ranunculus glaber Makino キツネノボタン 神奈川県川崎市高津区上作延緑が丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Clematis terniflora PC. センニンソウ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井　尚 武井　尚



キンポウゲ科 Thalicatrum minus L.. アキカラマツ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
キンポウゲ科 Ranunculus Cantoniesis DC. ケキツネノボタン 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目 1995.8.17 武井　尚 武井　尚 小林立明
キンポウゲ科 Ranunculus cantoniensis DC.subsp cantoniensisケキツネノボタン 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 上田香織
キンポウゲ科 Ranuculus cantoniensis DC. Subsp.cantoniensisケキツネノボタン 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
キンポウゲ科 Clematis apiifolia DC. ボタンヅル 神奈川県大和市福田御岳山神社 1994.6.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
キンポウゲ科 Ranunculus cantoniensis DC ケキツネノボタン 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
キンポウゲ科 Anemone flaccida Fr.Schm ニリンソウ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Ranunculus cantoniesis De Candoll ケキツネノボタン 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚
キンポウゲ科 Ranunculas cantoniensisDC. ケキツネノボタン 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996 7 28 武井尚 武井尚 宋玉
キンポウゲ科 Ranunculus cantoniesis DC.subsp.cantoniesisケキツネノボタン 神奈川県川崎市川崎区扇町三井追頭 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キンポウゲ科 Ranunculus cantoniesis DC.subsp.cantoniesisケキツネノボタン 神奈川県川崎市川崎区扇町三井追頭 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
キンポウゲ科 Aquilegia buergerinna ヤマオダマキ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
キンポウゲ科 Cimicifuga japonica オオバショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
クスノキ Lindera praecox アブラチャン 東京都　　三頭山 2002.7.7
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｏｐｔｕｓｉｌｏｂａ　Ｂｌｕｍｅ ダンコウバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
クスノキ Lindera praecox Blume アブラチャン 神奈川県川崎区田町3丁目 1995.5.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
クスノキ Lindera praecox アブラチャン 東京都　　三頭山 2002.7.7
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｏｐｔｕｓｉｌｏｂａ　Ｂｌｕｍｅ ダンコウバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
クスノキ Lindera praecox アブラチャン 東京都　　三頭山 2002.7.7
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｏｐｔｕｓｉｌｏｂａ　Ｂｌｕｍｅ ダンコウバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
クスノキ Neolitsea merrill シロダモ 神奈川県川崎市高津区上作延線ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 寺田大和
クスノキ Cinnamomum camphora クスノキ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｇｌａｕｃａ ヤマコウバシ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｇｌａｕｃａ ヤマコウバシ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
クスノキ Neolitsea serisea ｼﾛﾀﾞﾓ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚 佐藤栄作
クスノキ Lindora　triloba シロモジ 東京都小金井市小金井公園ユーカリ広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
クスノキ Litsea　lancifolia カゴノキ 東京都小金井市小金井公園正門東 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
クスノキ Lindera praecox アブラチャン 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｏｐｔｕｓｉｌｏｂａ　Ｂｌｕｍｅ ダンコウバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
クスノキ Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume ヤマコウバシ 神奈川県大和市西鶴間８丁目 1983.6.30 大場達之
クスノキ Lindera praecox アブラチャン 東京都　　三頭山 2002.7.7
クスノキ Ｌｉｎｄｅｒａ　ｏｐｔｕｓｉｌｏｂａ　Ｂｌｕｍｅ ダンコウバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ｸｽﾉｷ Cinnamomum Camphora ｸｽﾉｷ 神奈川県川崎市高津区子母口 1996.6.10 武井尚 武井尚
ｸｽﾉｷ Neolitsea sericea (Blume) Koidz. シロダモ 東京都町田市図行町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
クスノキ Benzoin umbellatum Rehd クロモジ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920425 武井尚 武井尚 小林　源地
クスノキ Lindera obtusiloba ダンコウバイ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井　尚 槍山　庫之
クスノキ科 Lindera triloba シロモジ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
クスノキ科 Lindera triloba シロモジ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
クスノキ科 Lindera praecox Blume アブラチャン 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山庫之 土屋　利法
クスノキ科 Lindera praecox Blume アブラチャン 長野県諏訪市諏訪神社土社々業 1960.7.31 武井尚 武井尚 北條翔子
クスノキ科 Neolitsea sericea シロダモ 神奈川県足柄下郡真鶴岬 1948.12.12 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
クスノキ科 Neolitsea sericea シロダモ 東京都葛飾区水之 1949.7.24 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
クスノキ科 Lauraceae Neoritsea sericea(BI.) シロダモ 神奈川県厚木市愛甲町聖木 1984.9.12 武井尚 大場達之 山口善子



クスノキ科 Lauraceae Neoritsea sericea(BI.) シロダモ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.4.2 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Lindera umbellata var.membra naceae (Maxim.)オオバクロモジ 長野県上水内郡鬼無里村木曽殿アブキ 1969.8.26 武井尚 奥山春季 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Lindera glauca(Sieb.et Zucc.) ヤマコウバシ 神奈川県大和市上和田上ノ原 1983.10.15 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Laraceae Lindera umbellata var.membrancea(Maxim.)Moriyamaオオバクロモジ 山形県東田川郡羽黒町羽黒山 1981.8.3 武井尚 林弥平 山口善子
クスノキ科 Laraceae Lindera praecox(Sieb.et. Zucc.) アブラチャン 神奈川県大和市下和田梅ノ木下 1985.4.6 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Cinnamomum insularimontanum Hayamaヤブニッケイ 山口県荻原笠山 1975.12.27 武井尚 林弥平 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Cinnamomum insularimontanum Hayamaヤブニッケイ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 1985.9.19 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Perseae Thunbergii (Sieb.et.Zucc.)Kostermausタブノキ、イヌグス 神奈川県厚木市岡津古久町喜ノ前子安神社 1984.5.18 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Lauraceae Perseae Thunbergii (Sieb.et.Zucc.)Kostermausタブノキ、イヌグス 神奈川県横浜市戸塚区八軒谷戸 1985.3.29 武井尚 大場達之 山口善子
クスノキ科 Lindera umbellata クロモジ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
クスノキ科 Cinnamomum insularimontanum Hayata ヤブニッケイ 神奈川県川崎市高津区千年ふれあいの森 1999．10.23 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
クスノキ科 Persea thunbergii Kostermens タブノキ 神奈川県奉野市名古木 1998.2.7 石井加代子武井尚 大和満美
クスノキ科 Lindera triloba シロモジ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
クスノキ科 Lindera sericea var.glabrata Blume. ウスゲクロモジ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.24
クスノキ科 Lindera triloba シロモジ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
クスノキ科 Lindera sericea var.glabrata Blume. ウスゲクロモジ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.24
クスノキ科 netolisea　merrill シロダモ 神奈川県大和市下鶴間宿 1985.9.2 武井尚 大場達之
クスノキ科 persea　thunbergii タブノキ　イスグス 神奈川県大和市代官町1丁目 1983.4.20 武井尚 大場達之
クスノキ科 persea　thunbergii タブノキ　イスグス 神奈川県横浜市戸塚区飯島町 1985.7.7 武井尚 大場達之
クスノキ科 netolisea　merrill シロダモ 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿 1983・6.25 武井尚 大場達之
クスノキ科 Lindera　umbellａｔａ　Thungberg　var　membranacea　(MAXim)オオバクロモジ 富士山下新川郡宇奈月町黒部猿飛峡 1979.8.30 武井尚 林　弥栄
クスノキ科 Lindera　praecox　(Sieb.et.zucc) アブラチャン 神奈川県大和市深見一の関 1983.6.22 武井尚 大場達之
クスノキ科 Cinnamonum　insularimontanum ヤブニッケイ 神奈川県厚木市温水町吾妻神社 1985.7.17 武井尚 大場達之
クスノキ科 Lindera　umbellａｔａ　Thungberg　var　membranacea　(MAXim)オオバクロモジ 長野県上水内郡鬼無理村自然園 1969.8.26 武井尚 奥山春季
クスノキ科 Lindera　umbellａｔａ　Thungberg　 クロモジ 東京都町田市小山町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 H．Takei
クスノキ科 Cinnamomum  insularimontanum  Hayata ヤブニッケイ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 1985.4.17 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Cinnamomum  insularimontanum  Hayata ヤブニッケイ 神奈川県大和市上和田中ノ原 1985.4.17 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Neolitsea  sericea シロダモ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 1985.4.2 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Neolitsea  sericea シロダモ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町天園遊歩道 1985.7.22 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Lindera  umbellata  Thunberg クロモジ 長野県南佐久郡北相木村寄せ沢 1971.8.12 武井　尚 奥山　春季
クスノキ科 Lindera  praecox(Sieb.et Zucc.) Blume アブラチャン 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.4.2 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Lindera  glauca(Sieb.et Zucc.) Blume ヤマコウバミ 神奈川県大和市下和田下ノ原 1989.5.15 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Lauraceae  persea  Thunbergii ダブノキ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.5.16 武井　尚 大場　達之
クスノキ科 Lindera  umbellata  Thunberg クロモジ 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井　尚 武井　尚
クスノキ科 Ｌｉｎｄｅｒａ praecox Ｂｌｕｍｅ アブラチャン 長野県諏訪市唐沢山 1951.8.25 武井尚 檜山康三
クスノキ科 Lindera sericea var.glabrata Blume. ウスゲクロモジ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.24 片山彰 片山彰
クスノキ科 Lindera triloba シロモジ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
クスノキ科 Lindera umbellata クロモジ 東京都町田市下山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
クスノキ科 Lindera obtusiloba ダンコウバイ 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井 尚 檜山康三
クスノキ科 Lindera obtusiloba ダンコウバイ 長野県諏訪市諏訪神社上杜の蕞 1960.7.31 武井 尚 檜山康三

クスノキ科 Benzoin umbellatun Rehd クロモジ 長野県岡谷市鉢伏山 １９６０．８．３ 武井　尚 檜山　庫之
クスノキ科 Neolitsea sericea BL. シロダモ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地　 1997 6 21 武井尚 武井尚 宋玉
クスノキ科 Lindera umbellata Thunberg Benzoin umbellatumクロモジ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.04.06 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ



クマツズラ Garyopteris　diraricata カリガネソウ 神奈川県川崎市宮前区神木森林公園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚
クマツズラ Vitex rotundifolia ハマゴク 千葉県安房郡白浜町　海岸 1998.9.22 武井　尚 H.Takei 中村千尋
クマツズラ Callicarpa  japonica ムラサキシキブ 神奈川県川崎市宮前区水沢 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
クマツズラ科 Callicarpa dichotoma コムラサキ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 大久保希
クマツズラ科 Callicarpa japonika thunb. ムラサキシキブ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
クマツズラ科 Callicarpa japonika thunb. ムラサキシキブ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
クマツズラ科 Callicarpa japonika thunb. ムラサキシキブ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
クマツズラ科 Cleradendrum trichotomum THUNB クサギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28
クマツズラ科 Cleradendrum trichotomum THUNB クサギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28
クマツヅラ verbena brasiliensis vell. アレチノガサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.5.31 武井尚 H-Takei
クマツヅラ Callicarpa dichotoma コムラサキ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
クマツヅラ Callicarpa dichotoma コムラサキ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.11. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
クマツヅラ clerodendrum trichotomum ﾋﾞﾛｰﾄﾞｸｻｷﾞ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 武井尚 H.Takei 横田秀一
クマツヅラ Callicarpa japonica ムラサキシキブ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
クマツヅラ Callicarpa japonica ムラサキシキブ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
クマツヅラ ヤナギハナガサ 東京都町田市本町田 ９９．７．７ 武井　尚 武井　尚
クマツヅラ Ｃｌｅｒｏｄｅｎｄｒｕｍ ｔｒｉｃｈｏｔｏｍｕｍ クサギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.11.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
クマツヅラ Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 金子尚晃
クマツヅラ Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 神奈川県川崎市麻生区細山6丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 金子尚晃
クマツヅラ Clerodendrun trichotonum thunb. クサギ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚
クマツヅラ科 Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
クマツヅラ科 Verbena brasiliensis アレチハナガサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 岡部奈津子
クマツヅラ科 Veronica peregrina L. ムシクサ 神奈川県川崎市川崎区扇島 １９９６，５／３ 武井尚 武井尚 香月正樹
クマツヅラ科 Lippia nodiflora(L..) イワダレソウ 千葉県安房郡白浜町海岸 1998．9.27 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
クマツヅラ科 Ｃａｌｌｉｃａｒｐａ　ｊａｐｏｎｉｃａ　Ｔｈｕｎｂ． ムラサキシキブ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．６．１３ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
クマツヅラ科 Clerodendru tricchomum Thunb.forma ferrugineum (Nakai) Ohwiビロードクサギ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1997．6.8 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
クマツヅラ科 Verbena Brasiliensis VELL アレチハナガサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
クマツヅラ科 Verbena officinalis L.. クマツヅラ 東京都町田市本町田 1999.07.09 武井尚 清水恵美 王　ウンショウ
クマツヅラ科 Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
クマツヅラ科 Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
クマツヅラ科 Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
クマツヅラ科 Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
クマツヅラ科 Callicarpa japonica  Thunb. ムラサキシキブ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.06.22 武井尚 武井尚
クマツヅラ科 Callicarpa mollis ヤブムラサキ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 2000.5.25 武井 尚 武井 尚

クマツヅラ科 Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
クマツヅラ科 Callicarpa japonica ムラサキシキブ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 ２０００．５．２５ 武井　尚 武井　尚
クマツヅラ科 Callicarpa mollis Sieb.et zucc ヤブムラサキ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚
クマツヅラ科 Clerodendrum trichotomus Thunb クサギ 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
クマツヅラ科 Callicarpa dichotoma Raeus コムラサキ 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
クマツヅラ科 Calliarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998．9.20 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
クマツヅラ科 Calliarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998．10.3 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
クマツヅラ科 Calliarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998．10.3 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
クマツヅラ科 Verbena officinalis L.. クマツヅラ 東京都町田市本町田 1999．7.9 武井　尚 清水建美 矢部達哉



グミ elaeagnus multifloravor トウグミ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 武井尚 武井尚
グミ科 Elaegnns multiflora Thunb.f.orbiculata(Makino)Araki E..ナツグミ 長野県南佐久市初谷鉱泉付近 1961.7.26 武井尚 檜山庫三 坂本慎司
グミ科 Elaegnus multiflora ナツグミ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
グミ科 Elaeagnus glabra Thunb. Ex Murray E. liukiuensis Rehderツルグミ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
グミ科 Ｅｌａｅａｇｎｕｓ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ　Ｔｈｕｎｂ．ｆ． ナツグミ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井尚 勝山輝男 渡邊陽介
グミ科 Elaeagnus umbellata Thunb アキグミ 東京都町田市小野路町 1976.9.21 武井尚 武井尚 坂本和慶
グミ科 Elaeagnus glabra Thunb. ツルグミ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2丁目 1995.5.14 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
グミ科 Elaeagnus multiflora Thunb. F. orbiculata (Makiko) Arakiナツグミ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
クルミ科 Juglans mandshurica Maxim オニグルミ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
クルミ科 Juglans mandshurica オニグルミ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
クルミ科 Juglaus mandshurica Maxim. Var. Sieboldiana Makinoオニグルミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
クルミ科 Prerocarya rhoifolia Sieb.et.Zucc サワグルミ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井尚 檜山康三
クルミ科 Prerocarya rhoifolia Sieb.et.Zucc サワグルミ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1962.7.28 武井尚 檜山康三
クルミ科 Juglans mandshurica  Maxim.subsp.sieboldiana (maxim.)Kitamuraオニグルミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 近藤直紀 近藤直紀
クルミ科 Jaglans mandshurica Maxim.subsp.Sieboldianaオニグルミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 小野寺　一真小野寺　一真
クルミ科 Juglans mandshurica Maxim オニグルミ 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目多摩川東 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
クロウメモドキ科 Hovenia tomentella ケケンポナシ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
クロウメモドキ科 Hovenia tomentalla ケンポナシ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
クロウメモドキ科 Zizyphus Jujuba Mill. ナツメ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井　尚 武井　尚
クロウメモドキ科 Morus qustralis Poiret ヤマグワ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 横山　昌佳横山　昌佳
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 山梨県小菅村 2002.7.7
クワ Morus alba ヤマグワ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
クワ Ficus sarmentosa Roxb.　vａｒ.　Nipponica (Franch.　et Savat) Cornerイタビカズラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町中島 1985.5.16 武井尚 大場達之 宮内健太郎
クワ Humulus lupulus Linn.var.cordifolius (Miq.) Maxim.カラハナソウ 神奈川県大和市下鶴岡公所 1983.9.23 武井尚 大場達之 宮内健太郎
クワ Briyssibetua Kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察園 1985.5.16 武井尚 武井尚 宮内健太郎
クワ Briyssibetua Kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1990.7.29 武井尚 武井尚 宮内健太郎
クワ Briyssibetua Kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1990.5.10 武井尚 武井尚 宮内健太郎
クワ Briyssibetua Kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県大和市下草柳橋付近 1983.6.6 武井尚 武井尚 宮内健太郎
クワ M.alba.var.multicaulis (Perrittet) Loudon ロソウ 長野県南佐久郡北相木村水上 1986.9.13 武井尚 林弘栄 宮内健太郎
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 山梨県小菅村 2002.7.7
クワ humulus lupulus l 小菅村
クワ gudravia cochinchinensis 小菅村
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 山梨県小菅村 2002.7.7
クワ humulus lupulus l 小菅村
クワ gudravia cochinchinensis 小菅村
クワ Broussonetia Kazinoki ヒメコウジ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
クワ Broussonetia Kazinoki ヒメコウジ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
クワ Ｆａｔｏｕａ　ｖｉｌｌｏｓａ クワクサ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
クワ Ｂｒｏｕｓｓｏｎｅｔｉａ　Ｋａｚｉｎｏｋｉ ヒメコウゾ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
クワ ヒメコウゾ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
クワ Broussonetia Kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
クワ Morus クロクサ 神奈川県高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚



クワ Broussonetia　kazinoki ヒメユウゾ 神奈川県川崎市中原区４丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚
クワ Broussonetia　kazinoki ヒメユウゾ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚
クワ Morus　australis ヤマグワ 千葉県安康郡白渋町海岸 １９９８．９．２７ 武井　尚 武井　尚
クワ Broussonetia　kazinoki ヒメユウゾ 神奈川県川崎市宮前町宮前平 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚
クワ Morus bombycis ヤマグワ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1998.9.20 武井　尚 H.Takei 中村千尋
クワ Morus bombycis ヤマグワ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 1998.8.8 武井　尚 H.Takei 中村千尋
クワ Morus bombycis ヤマグワ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
クワ Morus bombycis ヤマグワ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目 1998.10.3 武井　尚 H.Takei 中村千尋
クワ Humulus scandens(Lour.)Merr.H.japonicus Sieb. et Zucc. カナムグラ♀ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
クワ Humulus scandens(Lour.)Merr.H.japonicus Sieb. et Zucc. カナムグラ♂ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
クワ humulus lupulus l 小菅村 片田元葵 片田元葵
クワ gudravia cochinchinensis 小菅村 片田元葵 片田元葵
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 山梨県小菅村 2002.7.7
クワ Ｈｕｍｕｌｕｓ　ｓｃａｎｄｅｎｓ（Ｌｏｕｒ） カムナグラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
クワ Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目夢見ヶ崎公園19990507 武井尚 武井尚 岡部亮
クワ Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 19860517 武井尚 武井尚 岡部亮
クワ Broussonetia Kazinoki ヒメコウゾ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920425 武井尚 武井尚 小林　源地
クワ Humulus japonicus Sieb. カナムグラ 神奈川県川崎市高津区宇奈根 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
クワ Morus bombycis koidz. ヤマグワ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町（多摩川原）1997.6.2 武井　尚 武井　尚
クワ科 Broussonetia Kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
クワ科 Morus australis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
クワ科 Morus bombycis ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区殿町 1996.6.2 武井尚 武井尚 岡部奈津子
クワ科 Broussonetia Kazioki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
クワ科 Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区白鳥 98.9.11 武井尚 武井尚
クワ科 Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区黒川 79.5.6 武井尚 武井尚
クワ科 Broussonetia kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
クワ科 Ｆｉｃｕｓ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ Ｍａｘｉｍ ヒメイタビ 沖縄県国領郡今帰仁村 1998.2.14 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ 谷遼平
クワ科 Broussnetia Kazinoki Sieb.bold ヒメコウゾ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.8.3 武井尚 武井尚 土屋　利法
クワ科 Humulus Lnpulus L.var cordifolius Maxim, カラハナソウ 長野県諏訪郡富士見町谷無川畔 1987.8.26 武井尚 檜山庫之 土屋　利法
クワ科 Broussonetia Kazinoki Siebold クワ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 武井尚 中谷冴一
クワ科 Fatona villosa (THUNB.) NAKAI クワクサ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
クワ科 Morus australis poiret ヤマグワ 東京都町田市本町 1998.6.23 武井尚 武井尚 北條翔子
クワ科 Fatoua villosa クワクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井尚 武井尚 大久保希
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガユ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目 1998.6.12 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Morus australis ヤマグワ 長野県南佐久郡北相木村大平 1983.7.31 武井尚 林　弥栄 日向野敏
クワ科 Humurus japonics カナムグラ 長野県南佐久郡北相木村大桑 1986.9.12 武井尚 奥山　春季日向野敏
クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1971.5.1 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.6.12 武井尚 武井尚 日向野敏



クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目 1998.6.12 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Morus australis ヤマグワ 長野県南佐久郡北相木村大平 1983.7.31 武井尚 林　弥栄 日向野敏
クワ科 Humurus japonics カナムグラ 長野県南佐久郡北相木村大桑 1986.9.12 武井尚 奥山　春季日向野敏
クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1971.5.1 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Carex Aequialta Kukenth ヒメゴウソ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.6.12 武井尚 武井尚 日向野敏
クワ科 Broussonetia Kazinoki ヒメコウゾ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
クワ科 Fatoua villosa くわクサ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
クワ科 Broussonetia Kazinoki Siebola ヒメコウゾ 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松崎玲奈
クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996．7.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
クワ科 Morus australis ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996．10.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
クワ科 Morus austratis ヤマグワ 神奈川県川崎市大師河原1丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
クワ科 Fieus Thunbergil Maxim. ヒメイタビ 東京都伊豆大島元町 １９８９．４．４ 武井　尚 武井尚 山本教裕
クワ科 Humulus japonicus Sieb カムナグラ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガユ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
クワ科 Broussonetia kozinoki Sieb. コウゾ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
クワ科 Ｆａｔｏｕａ　ｖｉｌｌｏｓａ　（Ｔｈｕｎｂ.）Ｎａｋａｉ クワクサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7・24 武井尚 武井尚 堤雄太
クワ科 Ｆａｔｏｕａ　ｖｉｌｌｏｓａ　（Ｔｈｕｎｂ.）Ｎａｋａｉ クワクサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガユ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
クワ科 Broussonetia kozinoki Sieb. コウゾ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
クワ科 Broussonetia kozinoki Sieb. コウゾ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
クワ科 Fatoua villosa クワクサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
クワ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
クワ科 Broussonetia Kazinoki Sieb. コウゾ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿部田裕介阿部田裕介
クワ科 Morus bombycisKoidz. クワ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 上田香織 上田香織
クワ科 Humulus japonicus Sieb.et Zucc. カナムグラ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８,１０,１０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
クワ科 Morus australis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井尚 武井尚
クワ科 Broussonetia kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
クワ科 Morus australis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 武井　尚
クワ科 Morus australis  Poiret ヤマグワ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 近藤直紀 近藤直紀
クワ科 Morus australis  Poiret(1797) ヤマグワ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.06.20 武井尚 H.Takei
クワ科 M.alba var.multicaulis (Perrottet)Loudou ロソウ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.06.22 武井尚 武井尚
クワ科 Morus Australis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 1995.9.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
クワ科 Broussonetia kazinoki Siebold ヒメコウゾ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
クワ科 Fatoua villosa クワクサ 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 1975.10.18 武井 尚 武井 尚
クワ科 Humulus scandens カナムグラ 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 1996.7.17 武井 尚 武井 尚
クワ科 Humulus japonicus Sieb et Zucc カナムグラ 神奈川県川崎市高津区　蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
クワ科 Broussonetia Kazinoki Siebold. ヒメコウゾ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.15 武井　尚 武井　尚
クワ科 Brossonetia Kazinoki Siebold(1846)sieboldii Blumeヒメコウゾ 東京都町田市本町田 1998.6.23 武井尚 武井尚 鈴木亮祐



くわ科 Fatous villasa クワクサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26
くわ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
くわ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
くわ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
くわ科 Cudrania cochinchinensis カカツガマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
クワ科 Morus austratis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996．5.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
クワ科 Morus austratis Poiret ヤマグワ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996．9.28 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ケシ Macleaya cordata タケニグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 寺田大和
ケシ Ｍａｃｌｅａｙａ　ｃｏｒｄａｔａ タケニグサ　チャンパギク 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ケシ Papaver dubium L. ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市麻生区細山２丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei
ケシ Papaver dubium ナガミヒゲナシ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 金子尚晃
ケシ Corydalis incisa pers ムラサキケマン 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990402 武井尚 武井尚 小林　源地
ケシ科 Papaver dubium ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市川崎区田辺新町 1996.5.10 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ケシ科 Corydalis incisa Pers ムラサキケマン 神奈川県川崎市麻生区黒川 1979.5．6 武井尚 H.Takei 木本敬行
ケシ科 Macleaya cordata(willd)R.Br タケニグサ 神奈川川崎市麻生区白鳥３丁目 1998.9.11 武井尚 武井尚 坂本慎司
ケシ科 Corydalis incisa Pers. ムラサキケマシ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 土屋　利法
ケシ科 Papaver dubium L . ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.30 武井尚 武井尚 中谷冴一
ケシ科 Macleaya corclato R.Br ケシ 神奈川県川崎市川崎区池上新町一丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一
ケシ科 Corydalis incisa ムラサキケマン 神奈川県川崎市宮前区大蔵2丁目 1999.04.15 武井尚 武井尚 兵働隆志
ケシ科 Corydalis heterocarpa キケマン 神奈川県川崎市麻布j区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 北條翔子
ケシ科 Macleya cordata R.Br タケニグサ 神奈川県川崎市中原区上小田中一丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ケシ科 Chelidonium majus L. subsp. Asiaticum HARA クサノオウ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ケシ科 Papaver Dubium L.. ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ケシ科 Macleaya cordata(Willd.)R.Br タカニグサ チャンパギク神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚
ケシ科 Ｍａｃｌｅａｙａ　ｃｏｒｄａｔａ（Ｗｉｌｌｄ）Ｒ．Ｂｒ． タケニグサ チャンパギク神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ケシ科 Papaver dubium L.. ナガミヒナゲシ 神奈川県　川崎市　川崎区　扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 松岡みずき
ケシ科 Chelidonium majus L. subsp. asiaticus Hara クサノオウ 長野県北佐久郡長門町 1992.5.4 武井　尚 勝山　輝男渡辺　鉄平
ケシ科 Macleaya cordata(Willd.)R.Br. タケニグサ(チャンパギク) 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
ケシ科 Papaver dubium L.. ナガメヒナゲシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
ケシ科 Corydalis incisa Aers. ムラサキケマシ(ｼﾛﾔﾌﾞｹﾏｼ形) 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 2000,4,25 武井尚 武井尚
ケシ科 Chelidonium majusL. クサノオウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿久津友理阿久津友理
ケシ科 Macleaya cordata (Willd.) R. Br. タケニグサ（チャンパギク） 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井尚 H.Takei　武井尚
ケシ科 Papaver Rhoeas L.. ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井　尚 武井　尚
ケシ科 Chelsdonium majus  L . Subsp.asiaticum  Haraクサノオウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 近藤直紀 近藤直紀
ケシ科 Macleaya cordata (Willd.) R. Br. var.Thnn bergii (Mia.)Mia.ケナシチャンパギク 不明 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 近藤直紀
ケシ科 Macleaya cordata (Willd) R.Br. タケニグサチャンパギク 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
ケシ科 Corydalis lineariloba キケマン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 2000.5.22 武井 尚 武井 尚
ケシ科 Corydailis incisa ムラサキケマン ヤブケマン神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ケシ科 Papaver dubium L ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市高津区久地 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ケシ科 Papaver dubium L ナガミヒナゲシ 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目 1997.6.2 武井尚 武井尚 神村佑
ケシ科 Pteridophyllum rocemosum Sieb et. Zucc オサバグサ 長野県南佐々郡小海町稲子浜 1980.7.22 武井尚 奥山春季
ケシ科 Coroydalis ochotensis TURLZ ナガミノツルキケマン 長野県南佐久郡北相木村長者の森 1996.09.20 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
ケヤキ zelkova serrata ケヤキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航



ケヤキ zelkova serrata ケヤキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
コケシノブ科 Dennstaedtia wilfordii Christ オウレンシダ 長野県諏訪郡富士見町白岩岳 1967.8.26 武井尚 H.Ito 木本敬行
コケシノブ科 Dennstaedtia wilfordii christ オウレンシダ 長野県諏訪市諏訪神社 1960.7.31 武井尚 行方沼束 土屋　利法
コナラ科 Quercus serrata  Murray コナラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
コバノイシカグマ科Pteridium aquilinum L. ワラビ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
コバノイシカグマ科Pteridium aquilinim (L..)kuhn var.latiusculim(Desv)Underw. ex.Hellワラビ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 八巻　夏美八巻　夏美
コバノイシカグマ科Pteridum aquilinum (L.) Kuhn ワラビ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚
コバノイシカグマ科Dennstaedita wilfordii オウレンシダ 長野県諏訪郡下諏訪町萩倉 1948.8.17 武井尚 武井尚
ゴマノグサ科 Veronica arvensis L . タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市高津区久池 1999.4.30 武井尚 武井尚 中谷冴一
ゴマノグサ科 Veronica arvensis L . タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
ゴマノグサ科 Veronica peregrina L . ムシクサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井尚 武井尚 中谷冴一
ゴマノハグサ l.dubia(l.)penn. アメリカアゼナ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 1998.8.8 武井尚 T.Katsuyama
ゴマノハグサ Veronica arvensis タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚 寺田大和
ゴマノハグサ Mazus japonicus トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区京町１丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 寺田大和
ゴマノハグサ Ｍａｚｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ トキワハゼ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ゴマノハグサ Lindernia dubia アメリカアゼナ 神奈川県川崎市宮前区平３ 1999.09.19 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ゴマノハグサ Lindernia dubia アメリカアゼナ 神奈川県川崎市多摩区管仙谷１ 1999.09.05 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ゴマノハグサ Mazus miquelii ムラサキサギゴケ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ Veronica arvensis ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ 神奈川県川崎市川崎区浅田３丁目 1996,5,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ Veronica arvensis ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996,4,13 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ゴマノハグサ トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区渡田東町 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ゴマノハグサ Mazus pumilus トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区渡田東町 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ゴマノハグサ Mazus pumilus トキワハゼ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ゴマノハグサ Lindernia crustacea ウリクサ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 1998.8.8 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
ゴマノハグサ Lindernia crustacea ウリクサ 神奈川県川崎市宮前区神本本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 Takei 中村千尋
ゴマノハグサ Phtheirospermum japonicum コシオガマ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ Veronica arvensis ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ Ｖｅｒｏｎｉｃａ ｐｅｒｓｉｃａ オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原土手1996.4.13 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ゴマノハクサ科 Veronica　persica Poir オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.5.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 H.Takei 木本敬行
ゴマノハグサ科 Veronica persica オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Veronica persica オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市麻生区細山６丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 土屋　利法
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1999.04.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
ゴマノハグサ科 Cymbararia muralis GAERTN. ツタバウンラン 東京都町田市鶴川能ヶ谷 1999.5.29 武井尚 武井尚 北條翔子
ゴマノハグサ科 Veronica undulata Wallich カワジシャ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ゴマノハグサ科 Mazus pumilus (Barm.f.)van Steenis トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区扇島 １９９６，５／３ 武井尚 武井尚 香月正樹
ゴマノハグサ科 Mazus Japonicus (Thunb.)O.KUNTZE トキワハゼ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1999.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ゴマノハグサ科 Mazus pnmilus (Burm.f.)van Steenis トキワハゼ 神奈川県川崎市中原区井田 1997.6.21 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Mazus japonicus(Thunb).O.Kuntze トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区京町２丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Ｖｅｒｏｎｉｃａ　ｐｅｒｓｉｃａ　Ｐｏｉｒ． オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．５．３ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ゴマノハグサ科 Ｍａｚｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ（Ｂｕｒｍ．Ｆ．）ｖａｎ　Ｓｔｅｅｎｉｓトキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区境町１丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ゴマノハグサ科 Ｍａｚｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ（Ｂｕｒｍ．Ｆ．）ｖａｎ　Ｓｔｅｅｎｉｓトキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区渡田東町 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L.. タチイヌノフグリ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき



ゴマノハグサ科 Mazus japonicus (Thunb.) O.Kunte トキワハゼ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
ゴマノハグサ科 Veronica persica POIR オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　公園 1996.4.24 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ゴマノハグサ科 Veronica undulata WALLICH カワヂシャ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.27 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ゴマノハグサ科 Mazus miguelii M AK . ムラサキサギゴケ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L.. タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1996．4.24 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ゴマノハグサ科 Veronica persica Poir オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川土手 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
ゴマノハグサ科 Mazus japonicus トキワハザ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L.． タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996.4・13 武井尚 武井尚 堤雄太
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L.． タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
ゴマノハグサ科 Ajuga Decumbens キランソウ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 H.takei
ゴマノハグサ科 Mazus  japonicus(THUNB)O.KUNTZE  トキワハゼ 長野県南佐久郡北相木村宮ノ平 1998.8.25 武井　尚 武井　尚
ゴマノハグサ科 Ｍａｚｕｓ pumilus トキワハゼ 神奈川県川崎市川崎区浮島町() 1996.4.24 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ゴマノハグサ科 Veronico Persica POIR. オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.4.8 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Ｖｅｒｏｎｉｃａ　ｐｅｒｓｉｃａ オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ゴマノハグサ科 Veronica persica Makino オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市多摩区票谷３丁目 2000.4.28 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Mazus pumilus (Burm.f.) vam Steenis トキワハゼ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.6.2 武井尚 武井尚 横山昌佳
ゴマノハグサ科 Scrophalaria Bbergeniana Mig. アメリカアゼナ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.8.22 武井尚 武井尚 横山昌佳
ゴマノハグサ科 Veronica peregrina  L . ムシクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1999.04.25 武井尚 武井尚
ゴマノハグサ科 Mazus miquelii Mak. ムラサキサギゴケ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L. タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ゴマノハグサ科 Veronica arvensis L.. タチイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
ゴマノハグサ科　 Veronica persica POIR． オオイヌノフグリ 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 堤雄太
サクラソウ Pyrola alpina コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
サクラソウ Lysimachia clethroides オカトラノオ 東京都　　三頭山 2002.7.7
サクラソウ Pyrola alpina コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
サクラソウ Lysimachia clethroides オカトラノオ 東京都　　三頭山 2002.7.7
サクラソウ Pyrola alpina コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
サクラソウ Lysimachia clethroides オカトラノオ 東京都　　三頭山 2002.7.7
サクラソウ Pyrola alpina コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
サクラソウ ｆｏｒｍ subsessilis コナスビ 神奈川県川崎市麻生区岡上 99.5.29 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
サクラソウ Lysimachia clethroides オカトラノオ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
サクラソウ Lysimachia japonica Thunb. コナスビ 神奈川県川崎市麻生区細山６丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei
サクラソウ Pyrola alpina コバノイチヤクソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
サクラソウ Lysimachia clethroides オカトラノオ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ｻｸﾗｿｳ Lysimachia japonica Thunb. Copyright ｺﾅｽﾋﾞ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
サクラソウ Lysimachia japonica コナスビ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1979.5.15 武井　尚 奥山　春季
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
サクラソウ科 Samolus parviflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
サクラソウ科 Lysimachia clethroitos DubY オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parviflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parrriflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11



サクラソウ科 Lysimachia clethroitos DubY オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parviflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parrriflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
サクラソウ科 Lysimachia clethroitos DubY オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
サクラソウ科 Lysimachia clethroides オカトラノオ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parviflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
サクラソウ科 Samolus parrriflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
サクラソウ科 Samolus parrriflorus Rafin ハイハマボッス 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
サクラソウ科 Lysimachia clethroides Duby オカトラノオ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
サクラソウ科 Lysimachia clethroides Duby オカトラノオ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
サクラソウ科  Lysimachia japonica Thunb. コナスビ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９９,６,５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
サクラソウ科 Primula farinosa L.. ユキワリソウ 群馬県利根郡片品村尾瀬至佛山 1951.7.24 武井尚 櫓山康三
サクラソウ科 Lysimachia japonica Thunb. コナスビ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
サクラソウ科 Lysimachia clethroides Duby オカトラノオ 神奈川県川崎市多摩区枡形7丁目 1995.7.11 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
サクラソウ科 Lysimachia. Clethroides DUBY オカトラノオ 長野県諏訪郡下諏訪町和田峠 1942.08.08 武井　尚 奥山　春季王　ウンショウ
ザクロソウ Ｍｏｌｌｕｇｏ　ｐｅｎｔａｐｈｙｌｌａ　Ｌ． ザクロソウ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ザクロソウ Ｍｏｌｌｕｇｏ　ｐｅｎｔａｐｈｙｌｌａ　Ｌ． ザクロソウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ザクロソウ Mollugo pentaphlla L.M.strieta L. ザクロソウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
ザクロソウ科 Mdlugo pentaphylla L.. ザクロソウ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 大久保希
ザクロソウ科 Mesembryanthemum Schwant マツバギク 神奈川県厚木市温水町浅間山 １９８４．６．１５ 武井　尚 大場達之 山本教裕
ザクロソウ科 Mollugo pentaphylla L.. ザクロソウ 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 １９８５．９．１９ 武井　尚 大場達之 山本教裕
ザクロソウ科 Mollugo pentaphylla L.. ザクロソウ 神奈川県大和市福田甲四区 １９８３．７．６ 武井　尚 大場達之 山本教裕
ザクロソウ科 Mollugo pentaphylla L.. ザクロソウ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 １９８５．８．８ 武井　尚 大場達之 山本教裕
ザクロソウ科 Tetragonia tetragonides (Pall.) O.Kuntze ツルナ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1996.8.18 武井尚 武井尚 和田綾子
ザクロソウ科 Mollugo pentaphylla L.. ザクロソウ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1996.9.19 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
サトイモ Arisacma thunbergii ssp urashima ウラシマソウ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
サトイモ Acorus grami heus セキショウ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
サトイモ Acurus calamus ショウブ 神奈川県川崎市中原区今井南町 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
さといも Arisaema japonicum Blume カントウマムシグサ ムラサキマムシグサ神奈川県川崎市麻生区黒川 May   6.1979 武井尚 大場 達三 西　　　徹
さといも Arisaema japonicum Blume カントウマムシグサ ムラサキマムシグサ東京都八王子市高尾山 May 22.1958 武井尚 大場 達三 西　　　徹
さといも Arisaema japonicum Blume カントウマムシグサ ムラサキマムシグサ神奈川県箱根町箱根公園 May 10.1949 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
さといも Arisaema japonicum Blume カントウマムシグサ ムラサキマムシグサ神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然の森 May 16.1985 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
さといも Arisaema nikoense Nakai A ユモトマムシグサ 茨城県つくば郡つくば町 May 27.1953 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
さといも Arisaema Urashima Hara ウラシマソウ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 Apr 17 .1985 武井尚 武井尚 西　　　徹
さといも Arisaema Urashima Hara ウラシマソウ 神奈川県川崎市麻生区黒川 May 6.1979 武井尚 武井尚 西　　　徹
さといも Acrus gramineus セキショウ 神奈川県厚木市林町湿地 Apr 30.1984 武井尚 武井尚 西　　　徹
さといも Acrus gramineus セキショウ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町中ノ島 May 29.1985 武井尚 武井尚 西　　　徹
さといも var. peninsulae Nakai コウライナンテンショウ 群馬県伊香保町榛名山麓 May 30.1954 武井尚 大場 達三 西　　　徹
さといも Aresarema angustatum ホソバナンテンショウ 静岡県小山町富士須走 Jun 13.1942 武井尚 大場 達三 西　　　徹
さといも Aresarema angustatum ホソバナンテンショウ 神奈川県箱根町強羅 May 10.1949 武井尚 檜山 康三 西　　　徹



さといも Aresarema angustatum ホソバナンテンショウ 東京都青梅市御岳 May 20.1967 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
さといも Aresarema angustatum ホソバナンテンショウ 群馬県伊香保町榛名山麓 May 30.1954 武井尚 檜山 康三 西　　　徹
サトイモ Ａｒｉｓａｅｍａ　ｕｒａｓｈｉｍａ ウラシマソウ 神奈川県川崎市高津区千年 ９９．６．５ 武井　尚 武井　尚
サトイモ科 Arisaema japonicum (Thumb) A.DC マムシグサ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
サトイモ科 Arisaema.japonicam B LUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
サトイモ科 Arisaema japonicam BLUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
サトイモ科 Avisaema japonicum BLUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
サトイモ科 Arisaema japonicum BLUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
サトイモ科 Arisaema urashima ウラシマソウ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
サトイモ科 Avisaema japonicum BLUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
サトイモ科 Avisaema japonicum BLUME マムシグサ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
サトイモ科 Pinellia ternata (Thunb.) Breiteb カラスビシャク 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
サトイモ科 Arisaema serratum Schott forma Thunbergii Makinoマムシグサ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔
サトイモ科 Pinella　ternata (Thunb .) Breitenbach カラスビジャク 東京都町田市小野路町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
サトイモ科 Pinellia ternata Breit カラスビシャク 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２００５．５．１０ 武井　尚 武井　尚
サトイモ科 Arisaema Urasima Hara ウラシマソウ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
サトイモ科 A. japonicum BLUME マムシグサ カントウマムシグサ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
サネカズラ kadsura japonica サネカズラ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
サバノキ科 Carpinus laxiflora アカシデ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
サルナシ科 Actinidia polygama Miq. マタタビ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿久津友理阿久津友理
サンショウ Zonthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
サンショウ Zonthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
サンショウ Zonthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
サンショウ Zonthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
サンショウ Zonthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
サンショウモ科 Ｓａｌｖｉｎｉａ　ｎａｔａｎｓ サンショウモ 長野県南伏久郡北相木村宮ノ平 1978.8.26 武井尚 奥山春季 大竹孝宏
シキミ Illicium religiosum Siebold&Zucc. シキミ 神奈川県大和市下和田、上ノ原 1983.4.13 武井　尚 大場　達之
シキミ科 Illicium anisatum L. シキミ 神奈川県大和市深見坊之窪 1989．5.29 大場達之
シソ Keiskea japonica シモバシア 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シソ Keinskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村 2002.7.7
シソ Keiskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
シソ salvia nipponika キバナアキギリ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
シソ salvia nipponika キバナアキギリ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
シソ perilla frutescens レモンエゴマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
シソ salvia nipponika キバナアキギリ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
シソ t.puleｇioides ブロードリーフタイム 東京都小金井市 2003.7.3 高柳友美 高柳友美
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区東町三丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
シソ Keiskea japonica シモバシア 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シソ Keinskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村 2002.7.7
シソ Keiskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
シソ perilla frutescens レモンエゴマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
シソ salvia nipponika キバナアキギリ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11



シソ Keiskea japonica シモバシア 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シソ Keinskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村 2002.7.7
シソ Keiskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
シソ perilla frutescens レモンエゴマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
シソ salvia nipponika キバナアキギリ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
シソ Clinopodium micranthum ｲﾇﾄｳﾊﾞﾅ 神奈川県川崎市高津区上作延 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
シソ Keiskea japonica シモバシア 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
シソ ｖａｒ．Ｃｒｉｓｐａ（Ｔｈｕｎｂ．）Ｄｅａｎｅ シソ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
シソ ｖａｒ．Ｃｒｉｓｐａ（Ｔｈｕｎｂ．）Ｄｅａｎｅ シソ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
シソ Ｌ．Ｐｕｒｐｕｒｅｕｍ　Ｌ． ヒメ　オドリコソウ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
シソ Keinskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
シソ Glechoma hederacea カキドオシ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
シソ Lobiata シソ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 96.9.11 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
シソ Rabdosia　effusa セキヤノカキチョウジ 神奈川県川崎市高津区蟹が江 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
シソ カクトラノオ 神奈川県川崎市宮前区鷲沼4丁目公園 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚
シソ Glechoma　hederacea カキドオシ 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目多摩川東 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚
シソ Keiskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
シソ Clinopodium gracile トウバナ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
シソ Ｌａｍｉｕｍ　ａｍｐｌｅｘｉｃａｕｌｅ ホトケノザ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
シソ Mosla punctulata (J. F. Gmel) Nakai イヌコウジュ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場４丁目 2000.9.28 H. Takei
シソ Keiskea japonica シモバシア 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シソ Keinskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村 2002.7.7
シソ Keiskea japonica シモバシラ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
シソ Scutellaria  indica タツナミソウ 神奈川県川崎市宮前区 1998,8,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ｼｿ Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. cv. ﾊｯｶ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1996.9.20 武井尚 武井尚
ｼｿ Elsholtzia ciliata Hylander Copyright ﾅｷﾞﾅﾀｺｳｼﾞｭ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1993.9.3 武井尚 武井尚
ｼｿ Salvia japonica ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
シソ Ｖｅｒ．Ｃｒｉｓｐａ（Ｔｈｕｎｂ） シソ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚
シソ Ｌａｍｉｕｍ ａｍｐｌｅｘｉｃａｕｌｅ ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
シソ Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川土手1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
シソ Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
シソ Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川土手1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
シソ Glechoma hederacea var. grandis カキオドシ 神奈川県大和市柳橋２丁目 19890413 武井尚 武井尚 岡部亮
シソ L.purpureum ヒメオドリコソウ 東京都町田市相原 19750710 萩原章子 武井尚 岡部亮
シソ Mosla punctulata (J.F.Gmel) Walcai イヌコウジュ 東京都町田市金井町 19761011 多辺田豊 奥山春季 岡部亮
シソ Ajuga decumbens シロバナキランソウ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
シソ Lamidm ampelexicaule L. ホトケノザ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990406 武井尚 武井尚 小林　源地
ｼｿ ClinopodiumgracileO.Kuntze ﾄｳﾊﾞﾅ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 武井尚 清遠貴文
シソ Perilla frutescens Britton シソ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 川合伴実



シソ科 Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
シソ科 Rabdosia inflexac(Thumb.)Hara ヤマハッカ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1988.8.25 武井尚 武井尚 坂本慎司
シソ科 Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
シソ科 Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 武井尚 武井尚
シソ科 Lamium amplexicaule ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996/11/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
シソ科 Mosla punctulata (J.F.GMEC) NAKAI シソ 神奈川県川崎市川崎区麻布区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚 中谷冴一
シソ科 Lamium purpureum ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.05.04 武井尚 武井尚 兵働隆志
シソ科 Salvia japonica Thunb. Ex Murray アキノタムラソウ 東京都町田市本町田 1996.06.23 武井尚 武井尚 兵働隆志
シソ科 Lamium amplexicaule L. ホトケノザ 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井尚 武井尚 北條翔子
シソ科 T. pulegioides ブロードリーフﾀｲﾑ 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
シソ科 Mentha saveolens マルバハッカ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 前田理絵
シソ科 Labiatae アオシソ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 2000.9.13 武井尚 H．Takei 村上秀行
シソ科 Perilla L.. シソ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 大久保希
シソ科 Clinopodium gracile(BENTH)O,KuNTZE トウバナ 神奈川県川崎市幸区都町南河原公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
シソ科 Isodon japonicus(Burm.)H.Hara ヒキオコシ 長野県南佐久郡北相木材長者の森 1997,9,11 武井尚 武井尚
シソ科 Afugo decumbens キランソウジゴクノカマノフタ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
シソ科 Var.Crispa Thunb シソ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 大坂碧
シソ科 Lamium amplexicaule L. ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
シソ科 Mosla dianthera(HAMILT.) ヒメジソ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 1995．9.27 武井　尚 勝山輝男 三枝俊平
シソ科 Lamium amplexicaule L. ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区旭町2丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井尚 山本教裕
シソ科 Glechoma hederacea L. カモドオシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
シソ科 Lamium album L. var. barbatum Fr. et Sav オドリコソウ 石川県能登輪島市時国家付近 1990.5.15 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
シソ科 Perilla frutescens BRITT.var.acuta KUDO シソ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 重田拓郎
シソ科 Lamium ampexicaule.L ホトケノザ 神奈川県川崎市高津区久地 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
シソ科 Prunella prunellifirmis(Maxim)Makino タテヤマウツボグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 Clinopodium multicaule (Maxim)O.Kuntze ヤマトウバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 Lamium amplexicaule L.． ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
シソ科 Ｐｅｒｉｌｌａ．vａｒ．cｒｉｓｐａ（Thunb.)Deane シソ．アオジソ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
シソ科 Prunella prunellifirmis(Maxim)Makino タテヤマウツボグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 Clinopodium multicaule (Maxim)O.Kuntze ヤマトウバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 アオジソ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
シソ科 Prunella prunellifirmis(Maxim)Makino タテヤマウツボグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 Clinopodium multicaule (Maxim)O.Kuntze ヤマトウバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
シソ科 Prunella prunellifirmis(Maxim)Makino タテヤマウツボグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
シソ科 Clinopodium multicaule (Maxim)O.Kuntze ヤマトウバナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
シソ科 Lamium album L.. var. barbatum (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav.ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市多摩区栗谷３丁目 2000.4.25 武井尚 武井尚
シソ科 Clinopodium micranthum (Ｒegel) Ｈａｒａ イヌトウバナ 東京都町田市相模町大地沢 1977.10.14 武井尚 奥山春季
シソ科 Lycopus ramosissimus Makino rar. Ramosisimusヒメサルダヒコ 神奈川県大和市上和田中ノ原 1989.10.14 武井尚 武井尚
シソ科 Isodon inflexus Kudo ヤマハッカ 東京都町田市金井町 1971.9.12 井口順子 奥山春季
シソ科 Comanthosphace japonica S. Moore テンニンソウ 長野県上水内郡鬼無里村自然園 1969.8.26 武井尚 奥山春季
シソ科 Elsholtzia ciliata Hylander ナギナタコウジュ 神奈川県厚木市飯山町之林 1984.11.7 武井尚 大場達之
シソ科 Mentha rotundifolia Huds. (E) round-leaved mintマルバハッカ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚
シソ科 Salvia nipponica Miq. キバナアキギリ 長野県諏訪市諏訪神社上社々業 1950.7.31 武井尚 奥山春季



シソ科 Mentha arvensis L.. var. pierascens Malinv ハッカ 神奈川県大和市下鶴間公所 1989.9.21 武井尚 武井尚
シソ科 Mosla punctulata (J. F. Gmel) Nakai イヌコウジュ 神奈川県大和市下鶴間緑野 1983,11,6 武井尚 大場達之
シソ科 Clinopodium gracile (Benth.) O. Kuntze イヌトウバナ 東京都町田市金井町 1977,8,24 今野富恵 奥山春季
シソ科 Ajuga pygmaea A. Gray キランソウ 東京都町田市小野路町下堤 1985,4,22 武井尚 武井尚
シソ科 Perilla frutescens var. crisp (Thunb) Deane シソ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
シソ科 Perilla frutescens var. crisp (Thunb) Deane シソ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚
シソ科 Mosla panctulata (J.F.Gmel) Nakai イヌコウジュ 神奈川県大和市下鶴間緑野 1983.8.10 武井尚 大場達之
シソ科 Laminm amplexicaule L. ホトケノザ 東京都町田市小野路町 1985.4.22 武井尚 武井尚
シソ科 Golechoma hederacea L..subsp.grandis カキドオキ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.4.12 武井尚 武井尚
シソ科 Scutellaria brachyapica Nakai et Honda オカタツナミソウ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町深田 1985.7.24 武井尚 武井尚
シソ科 Perilla frutescens var. crisp (Thunb) Deane シソ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
シソ科 Perilla frutescens var. crisp (Thunb) Deane シソ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚
シソ科 Mosla panctulata (J.F.Gmel) Nakai イヌコウジュ 神奈川県大和市下鶴間緑野 1983.8.10 武井尚 大場達之
シソ科 Laminm amplexicaule L. ホトケノザ 東京都町田市小野路町 1985.4.22 武井尚 武井尚
シソ科 Golechoma hederacea L..subsp.grandis カキドオキ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.4.12 武井尚 武井尚
シソ科 Scutellaria brachyapica Nakai et Honda オカタツナミソウ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町深田 1985.7.24 武井尚 武井尚
シソ科 Clinopodium gracile (BENTH.) O.KUNIZE トウバナ 神奈川県厚木市岡津古久町森ノ下 １９８４,７,２４ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
シソ科 Glechoma hederacea L.subsp.grandis (A.GRAY)HARAカキドオシ 東京都町田市小野路町狐久保 １９８５,４,２２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
シソ科 Scutellaria brachyspica Nakai et Hara オカタツナミソウ 神奈川県厚木市飯山町元林 １９８５,６,１６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
シソ科 Clinepedium gracile (BENTH.) O.KUNTZE トウバナ 神奈川県厚木市温水町高坪 1984.9.8 武井尚 武井尚
シソ科 Glechoma hedoracea L . カキドウシ 長野県南佐久郡北相木村坂上 1982.8.7 武井尚 武井尚
シソ科 Maosla punctulata Nakai イヌコウジュ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.9.3 武井尚 武井尚
シソ科 Salvia nipponia Miq. キバナアキギリ 東京都町田市岡師町 1976.9.21 武井尚 奥山春季
シソ科 Physostegia virginiana Benth. カクトラノオ　ルナトラノオ 神奈川県川崎市宮前区鷲沼4丁目 1998.10.3 武井尚 武井尚 横山昌佳
シソ科 Perilla frutescens Britt. F. viridis Makino シソ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
シソ科 Perilla frutescens (L.) Britt. シソ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 金子尚明 清遠貴文 川合伴実
シソ科 Ajuga nipponensis  Makino ジュウニヒトエ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
シソ科 Perilla crispa (thunb.)  Deane シソ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
シソ科 Perilla frutescens (L.) Britt シソ 神奈川県川崎市幸区古市場１丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 高橋ゆい
シソ科 Glechoma hederacea L. カキドオシ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.5.7 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
シソ科 Perilla L. シソ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
シソ科 Lamium amplexicaule L. ホトケノザ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 上田香織
シソ科 Lamium amplexicaule L. ホトケノザ 神奈川県川崎市多摩区栗谷３丁目 2000.4.25 武井尚 武井尚 上田香織
シソ科 Scutellaria laeteviolacea Koidz シソバタツナミソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田1-21-1 2000.5.5 武井尚 武井尚 上田香織
シソ科 Glechoma hederacea L..subsp.grandis カキオドシ 神奈川県横浜市戸塚区公田町 1985.4.2 武井尚 武井尚 上田香織
シソ科 Ajuga nipponensis Makino ジュウニヒトエ 東京都町田市小野路町中尾 1985.5.10 武井尚 武井尚 上田香織
シソ科 L..purpureum L. ヒメオドリコソウ 東京都町田市金井町 1985.4.10 増淵五十鈴武井尚 上田香織
シソ科 Lamium amplexicaule L.. ホトケノザ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
シソ科 Glechoma hederacea L.. カキドウシ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
しそ科 Rsdbosia  umbrorsa イヌヤマハッカ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Lamiunm ambigiium マネキグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Perilla L. シソ 神奈川県川崎市川崎区大島上町 1996.7.26 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
しそ科 Rsdbosia  umbrorsa イヌヤマハッカ 山梨県北都留群小菅村三頭山



しそ科 Lamiunm ambigiium マネキグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Rsdbosia  umbrorsa イヌヤマハッカ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Lamiunm ambigiium マネキグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Rsdbosia  umbrorsa イヌヤマハッカ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Lamiunm ambigiium マネキグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
しそ科 Rsdbosia  umbrorsa イヌヤマハッカ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
しそ科 Lamiunm ambigiium マネキグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
シソ科 Perilla frutescens (L.) Britt var. crispa (Thunb.) Deaneシソ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.6.2 武井尚 武井尚 神村佑
シソ科 Perilla frutescens (L..) Britt. var. crispa (Thunb. ) Deaneシソ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
シソ科 Glechoma hederacea L..subsp. grandis (A.GRAY) HARAカキドオシ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町多摩川東 1997.6.2 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
シソ科 Ajuga nipponensis Makino ジュウニヒトエ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚
シソ科 Mosla punctulata(J.F.Gmel)Nakai イヌユウジュ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園 1985.09.26 武井　尚 大場　達之王　ウンショウ
シソ科 Glechoma hederacea.L.subsp.grandis カキドオシ 神奈川県厚木市戸田町戸沢橋付近 1984.04.12 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
シソ科 Glechoma hederacea.L.subsp.grandis カキドオシ 東京都町田市金井町 1985.04.10 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
シソ科 Clinopodium gracile(BENTH.)O.KUNTZE トウバナ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 1985.06.04 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
シソ科 L..purpure L. ヒメオドリコソウ 東京都町田市常磐町 1992.04.06 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
シダ オタタマシダ 山梨県小菅村三頭山
シダ Asplenium pseudo-wilfordii ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シダ Ｐｅｄｉｃｕｌａｒｉｓ　ｋｅｉｓｋｅｉ オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シダ オタタマシダ 山梨県小菅村三頭山
シダ Asplenium pseudo-wilfordii ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シダ Ｐｅｄｉｃｕｌａｒｉｓ　ｋｅｉｓｋｅｉ オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シダ オタタマシダ 山梨県小菅村三頭山
シダ Asplenium pseudo-wilfordii ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シダ Ｐｅｄｉｃｕｌａｒｉｓ　ｋｅｉｓｋｅｉ オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シダ Asplenium pseudo-wilfordii ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
シダ Ｐｅｄｉｃｕｌａｒｉｓ　ｋｅｉｓｋｅｉ オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
シダ オタタマシダ 山梨県小菅村三頭山
シダ Asplenium pseudo-wilfordii ｵｸﾀﾏｼﾀﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
シダ Ｐｅｄｉｃｕｌａｒｉｓ　ｋｅｉｓｋｅｉ オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シダ オタタマシダ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
シダ科 Athyrium　japonicum シケシダ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 片柳圭
しなのき Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シナノキ Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
しなのき Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シナノキ Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
しなのき Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シナノキ Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
しなのき Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
シナノキ Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
しなのき Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
シナノキ Ｔｉｌｉａ　ｋｉｕｓｉａｎａ ヘラノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
シナノキ Tilia Maximowicziana Shirasawa モイワボダイジュ 長野県南佐久郡北相木村よしんた峠 1985.5.2 武井尚 林弥栄 川合伴実



シナノキ科 Tiliajaponica(Miq.)Simonkai T.cordata シナノキ 長野県南佐久郡北相木村 1987.9.2 武井尚 武井尚 坂本慎司
シナノキ科 Tiliaceae Corchoropsis comentosa(Thunb.)Mak.カラスノゴマ 神奈川県大和市上和田 1983.6.14 武井尚 大場達之 山口善子
シナノキ科 Tilia japonica Simk. シナノキ 長野県南佐久郡北相木村御座山 １９９２,７,４ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
シナノキ科 Tilia japonica Simk. シナノキ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1989.7.15 武井尚 武井尚 上田香織
シナノキ科 Tilia var.yesoana  Tatewaki,T. モイワボタイジュ 長野県小諸市布引観音 1958.8.15 武井　尚 林　弥栄
ショウガ Zingiber Mioga ミョウガ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1996.5.24. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ショウガ Zingiber Mioga ミョウガ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1996.5.24. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ショウガ ミョウガ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ショウガ Zingiber Mioga ミョウガ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ショウガ Zingiber  Mioga ミョウガ 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ショウガ Zingiber mioga ミョウガ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
ショウガ科 Zingiber Mioga Rosc. ミョウガ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ショウガ科 Zingiber Mioga Rosc. ミョウガ 神奈川県川崎市高津区久末 1999．9.13 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ショウガ科 Zingiber mioga(Thunb)Roscca ミョウガ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村 片田元葵 片田元葵
ジンチョウゲ edgeworthia chrysanthalindley e 小菅村 片田元葵 片田元葵
ジンチョウゲ Daphne odora Thunb. ジンチョウゲ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990406 武井尚 武井尚 小林　源地
ジンチョウゲ科 Edgewarthia chrysantha ミツマタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.14
ジンチョウゲ科 Edgewarthia chrysantha ミツマタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.14
ジンチョウゲ科 Edgewarthia chrysantha ミツマタ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.14 片山彰 片山彰
スイカズラ コブメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
スイカズラ sembucus racemosa subsp.sieboldiana ニワトコ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
スイカズラ sambucus racemosa l.subsp.sieboldiana(miqnel)haraニワトコ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 H-Takei
スイカズラ Lonicera gracilipes Miq .var.glandulsa Maxim. (=L .tenuipes Nakaiミヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
スイカズラ コブメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
スイカズラ Lonicera gracilipes Miquel var.gracilipes ヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村 2003.6.29
スイカズラ Lonicera gracilipes Miq .var.glandulsa Maxim. (=L .tenuipes Nakaiミヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スイカズラ コブメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
スイカズラ Lonicera gracilipes Miquel var.gracilipes ヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村 2003.6.29
スイカズラ Lonicera gracilipes Miq .var.glandulsa Maxim. (=L .tenuipes Nakaiミヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スイカズラ Caprifoliaceae ｽｲｶｽﾞﾗｴﾝﾄﾞｳ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
スイカズラ Ｃａｐｒｉｆｏｌｉａｃｅａｅ スイカズラ（ニンドウ） 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
スイカズラ Abelia spathulata ツクバネウツギ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
スイカズラ Lonicera gracilipes Miquel var.gracilipes ヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
スイカズラ Lonicera gracilipes Miquel var.gracilipes ヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村 2003.6.29
スイカズラ lonicera japonica thunb スイカズラニンドウ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 武井尚
スイカズラ コブメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
スイカズラ Lonicera gracilipes Miquel var.gracilipes ヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村 2003.6.29
スイカズラ Lonicera gracilipes Miq .var.glandulsa Maxim. (=L .tenuipes Nakaiミヤマウグイスカグラ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11



スイカズラ Ｃａｐｒｉｆｏｌｉａｃｅａｅ スイカズラ（ニウドウ） 神奈川県川崎市麻生区黒川 ９９．４．２２ 武井　尚 武井　尚
スイカズラ Weigela coraeensis ハコネウツギ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
スイカズラ Vcburnum erosum コバノガバズミ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
スイカズラ科 Weigela coraeensis Thunberg, Diervilla grandiflora Sieb. et Zucc.ハコネウツギ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
スイカズラ科 viburnum dira tatum ガマズミ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
スイカズラ科 viburnum dilatatum Nakai ガマズミ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
スイカズラ科 viburnum odoratissimum サンゴジエ 神奈川県川崎市高津区久本１丁目 1999.6.10 武井尚 武井尚 北條翔子
スイカズラ科 Sambucus chinensis ソクズ（クサニワトコ） 神奈川県川崎市川崎区大師河東1丁目 1996.8.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
スイカズラ科 Lonicera japonica Thunb ニワトコ 神奈川県川崎市上小田中七丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
スイカズラ科 Sambucus recemosa L. subsp. Sieboldiana Hara. S. Sieboldiana Schwerニワトコ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
スイカズラ科 Sambucus Racemosa L.. ニワトコ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.06.21 武井尚 武井尚 酒井玲奈
スイカズラ科 Lonicera japonica Thunb スイカズラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井尚 武井　尚 早川光也
スイカズラ科 Ｗｅｉｇｅｌａ　ｃｏｒａｅｅｎｓｉｓ ハコネウツギ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
スイカズラ科 Ｖｉｂａｒｎｕｍ　ｅｒｏｓｕｍ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇ コバノガマズミ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．１４ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
スイカズラ科 Lonicera japonica ガマズミ 神奈川県川崎市麻生区関の上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
スイカズラ科 Viburnum erosum Thunberg コバノガマズミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スイカズラ科 Viburnum erosum Thunberg コバノガマズミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スイカズラ科 Lonicera  gracilipes  Miquel ウグイスカグラ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井　尚 武井　尚
スイカズラ科 Ｗｅｉｇｅｌａ decora Ｎａｋａｉ ニシキウツギ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1984.7.3 武井尚 奥山春季
スイカズラ科 Viburnum erosum Thunberg コバノガマズミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スイカズラ科 Viburnum erosum Thunberg コバノガマズミ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
スイカズラ科 Viburnam awabuki サンゴジュ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
スイカズラ科 Lonicera japonica Thunberg スイカズラニンドウ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
スイカズラ科 Abelia xgrandiflora アペリア ﾊﾅﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ 神奈川県川崎市麻生区古沢 2000,9,29 武井尚 武井尚
スイカズラ科 Viburum dilatatum Thunb.V.dilatatum f.hispidum Nakaiガマズミ 東京都町田市野津田町野津田緑地 １９９２,６,２２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
スイカズラ科 Viburnum dilatatum Thunb. ガマズミ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８,１０,２０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
スイカズラ科 Lonicera gracilipes Miq.var.glabraMiq. ウグイスカグラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 １９９９,３,３１ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
スイカズラ科 Lonicera japonica Thunb. スイカズラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.8.5 武井尚 武井尚
スイカズラ科 Sambucas racemosa L. ニワトコ 神奈川県川崎市宮前区芝生1丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
スイカズラ科 Caorifoliacease Lonicera L. スイカズラ　ニンドウ 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
スイカズラ科 Sambucas racemosa L. ニワトコ 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 横山昌佳
スイカズラ科 Lonicera gracilipes Miquel Xylosteum phylomelae  Jacob-Makoｙウグイスカズラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
スイカズラ科 Viburnum dilatatum Thunb  . V . Dilatatum f.hispidum  Nakaiガマズミ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
スイカズラ科 Weigela coraeensis Thunb. ハコネウツギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6,17 武井尚 武井尚 上田香織
スイカズラ科 Viburnum plicatum f. plicatum オオデマリ　テマリバナ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
スイカズラ科 Lonicera gracilipes var. glabra ウグイスカグラ 神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 1996.5.14 武井 尚 武井 尚
スイカズラ科 Viburnum erosum var. punctatum 　 コバノガマズミ 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 1996.5.14 武井 尚 武井 尚

スイカズラ科 Viburum erosum Thunberg コバノガマズミ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
スイカズラ科 Viburnum dilatatum ガマズミ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．３０ 武井　尚 武井　尚
スイカズラ科 Sambucus sieboldiana Blume ニワトコ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
スイカズラ科 Lonicera gracilipes Miquel ウグイスカグラ 東京都町田市小野路町歴史環境保存区 1992.4.25 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
スイカズラ科 Lomicera japonica THUNB スイカズラニンドウ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
スイカズラ科 Lonicera gracilipes Miquel ウグイスカズラ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚



スイカズラ科 Weigela decora Nakai Diervilla ニシキウツギ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
スイカズラ科 Lonicera japonica THUNB スイカズラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999．8.5 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
スギ Metasequoia メタセコイア 長野県南佐久郡北相木村山口 1984.7.2 武井尚 林　弥栄 日向野敏
スギ Metasequoia メタセコイア 長野県南佐久郡北相木村山口 1984.7.2 武井尚 林　弥栄 日向野敏
スギ Cryptomeria japonica スギ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1996.5.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
スギ Cryptomeria japonica スギ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1996.5.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
スギ Cryptomeria japonica スギ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
スギ Cryptomeria japonica スギ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
スギ科 Rabdosia inflexac(Thumb.)Hara スギ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
スギ科 Crypomeria japonica スギ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 前田理絵
スギ科 Cryptomeria japonica ヨシノスギ 東京都入江氏林業実験林 2000.4.12 武井尚 不明
スギ科 Cryptomeria japonica ヨシノスギ 東京都入江氏林業実験林 2000.4.12 武井尚 不明
スギ科 Metasequoia glyptostroboides メタセコイア 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚
スズカケノキ Eurya　emarginata ハマヒサカキ 東京都小金井市小金井公園ユーカリ広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
スズカケノキ Platanus　orientalis ヒメヒサカキ 東京都小金井市小金井公園正門東 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
スズカケノキ科 Platanus Acerifolia モミジバスズカケノキ 東京都葛飾区東四つ木 1949.5 武井尚 櫓山庫之
スベリヒエ科 Portulaco oleracea L.. スベリヒエ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６，８／１８武井尚 武井尚 香月正樹
スベリヒユ Portulaca oleracea スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区渡田東町 1996.7.26 武井尚 武井尚 半谷純也
スベリヒユ Portulaca pilosa ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目(公園内) １９９６．８．１７ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
スベリヒユ Portulaca pilosa ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目(公園内) １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
スベリヒユ Portulaca oleracea スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
スベリヒユ Portulaca oleracea スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
スベリヒユ ハゼラン 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚
スベリヒユ Ｐｏｒｔｕｌａｃａ　ｏｌｅｒａｃｅａ スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区小田２丁目 ９６．９．１１ 武井　尚 武井　尚
スベリヒユ Ｐｏｒｔｕｌａｃａ　ｏｌｅｒａｃｅａ スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区塩浜一丁目 ９６．６．２３ 武井　尚 武井　尚
スベリヒユ Ｐｏｒｔｕｌａｃａ ｏｌｅｒａｃｅａ スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
スベリヒユ科 Portulaca pilosa ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市川崎区観音 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
スベリヒユ科 Portulaca pilosa ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
スベリヒユ科 Talinum crassifolium ハゼラン 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 T.Katsuyama岡部奈津子
スベリヒユ科 Portulace oleracea L . スベリヒユ 神奈川県川崎市麻布区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 中谷冴一
スベリヒユ科 Portulaca pilosa L.. ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 大久保希
スベリヒユ科 Talinum crassifolium Willd ハゼラン 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996.8.22 武井尚 勝山輝男 柳沼尚紀
スベリヒユ科 Protulaca oleracea L スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
スベリヒユ科 Polturaca oleracea L.. スベリヒユ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.10.5 武井尚 武井尚 松岡みずき
スベリヒユ科 Portulaca oｌeracea　L . スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 松崎玲奈
スベリヒユ科 P. oleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
スベリヒユ科 Ｐｏｒｔｕｌａｃａ　ｐｉｌｏｓａ　Ｌ． ヒメマツバボタン 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
スベリヒユ科 Ｐｏｒｔｕｌａｃａ　ｏｌｅｒａｃｅａ　Ｌ． スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 １９９６．７．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
スベリヒユ科 Portulaca oleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
スベリヒユ科 Portulaca oleracea L. スベリヒユ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
スベリヒユ科 Portulaca piolosa L. ヒメマツボタン 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 高橋ゆい
スベリヒユ科 Portulaca oleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
スベリヒユ科 Portulaca oleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚



スベリヒユ科 Portulaca oleracea L スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
スミレ Vlola hondoensis アオイスミレ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
スミレ Viola スミレ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
スミレ viola pseudo-japonica nakai リュウキュウコスミレ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.2.14 武井尚 H-Takei
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viora Orientaris キスミレ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
スミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
スミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
スミレ Viola grypoceras ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
スミレ Viola grypoceras ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996,9,4 武井尚 武井尚 佐藤栄作
スミレ スミレ 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町 １９９６．６．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
スミレ Vida mandshurica スミレ 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町 １９９６．６．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
スミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ｽﾐﾚ Viola grypoceras ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ 神奈川県川崎市川崎区昭和２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
スミレ Viola graypoceras A. gray タチツボスミレ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990402 武井尚 武井尚 小林　源地
スミレ科 Viola grypoceras タチツボスミレ 神奈川県川崎市川崎区観音 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
スミレ科 Viola confusa ヒメスミレ 神奈川県川崎市川崎区昭和 1996.6.29 武井尚 武井尚 岡部奈津子
スミレ科 Viola sororia アメリカスミレ　サイシン 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 岡部奈津子
スミレ科 アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区野川 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
スミレ科 viola sororia アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 前田理絵
スミレ科 Viola confusa ヒメスミレ 神奈川県川崎市桜木２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 前田理絵
スミレ科 Viola　rossii　Hemsl アケボノスミレ 山梨県小菅村 2003.6．31 村上秀行 村上秀行 村上秀行
スミレ科 Violaceae Viola blandaeformis Nakai ウスバスミレ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
スミレ科 Viola ovato-oblonga(Mig.)Makino. ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,13 水木智草 水木智草
スミレ科 Viola sororla アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市中原区一丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
スミレ科 Violaceae Viola blandaeformis Nakai ウスバスミレ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
スミレ科 Viola　rossii　Hemsl アケボノスミレ 山梨県小菅村 2003.6．31
スミレ科 Viola ovato-oblonga(Mig.)Makino. ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,13
スミレ科 Viola minor (MAK.)MAK． ヒメスミレ 神奈川県川崎市中原区井田 1997.6・21 武井尚 武井尚 堤雄太
スミレ科 Violaceae Viola blandaeformis Nakai ウスバスミレ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
スミレ科 Viola　rossii　Hemsl アケボノスミレ 山梨県小菅村 2003.6．31
スミレ科 Viola ovato-oblonga(Mig.)Makino. ナガバノタチツボスミレ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,13
スミレ科 Violaceae Viola blandaeformis Nakai ウスバスミレ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
スミレ科 Violaceae Viola blandaeformis Nakai ウスバスミレ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
スミレ科 Viola　rossii　Hemsl アケボノスミレ 山梨県小菅村 2003.6．31
スミレ科 Viela　minor ヒメスミレ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠



スミレ科 Viola mandshurica W. Becker スミレ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola graypoceras A. Gray タチツボスミレ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola graypoceras A. Gray タチツボスミレ 東京都町田市岡師町史跡公園 1999,6,22 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola verecunda A.Gray ツボスミレ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola verecunda A.Gray ツボスミレ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola keiskei Makino ケマルバスミレ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚
スミレ科 Viola grypoceras A.Gray タチツボスミレ 神奈川県川崎市浅生区細山6丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 横山昌佳
スミレ科 Viola yedoensis Makino f. glaberrima F.Maek. ケナシノジスミレ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996.8.22 武井　尚 高橋　秀男河津めぐみ
スミレ科 Viola sororia Willd. アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
スミレ科 Viola yedoensis Makino f. glaberrima F.Maek. ケナシノジスミレ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996.8.22 武井　尚 高橋　秀男河津めぐみ
スミレ科 Viola sororia Willd. アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
スミレ科 Viola hondoensis W.Becker アオイスミレ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
スミレ科 Viola hondoensis W.Becker アオイスミレ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目 1992.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
スミレ科 Viola vaginata Maxim アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区大島五丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 坂本和慶
スミレ科 Viola Cucullata Ait. アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町 1996.6.6 武井　尚 武井　尚 小林立明
スミレ科 Viola Cucullata Ait. アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 小林立明
スミレ科 Viola grypoceras A.Gray タチツボスミレ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 庄田千恵
スミレ科 Viola minor Makino ヒメスミレ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 上田香織
スミレ科 Viola verecunda ツボスミレ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚
スミレ科 Viola mandshurica W.Becker スミレ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
スミレ科 Viola hondoensis アオイスミレ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
スミレ科　 Viola hondoensis W.Becker アオイスミレ 東京都町田市野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚 大和満美
スミレ科 Viola sorosla アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
スミレ科 Viola sorosla アメリカスミレサイシン 神奈川県川崎市中原区上小田中７丁目 1997.6.28 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
スミレ科 Viora hondoensis アオイスミレ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚
セブフラジ科 Maesa japonica(Thunb.)Mobtzi イズセンリョウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
セブフラジ科 Maesa japonica(Thunb.)Mobtzi イズセンリョウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セブフラジ科 Maesa japonica(Thunb.)Mobtzi イズセンリョウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ bupleurum lonhiradiatum turcz. Form.elatius koso-polj.ホタルサイコ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
セリ Osutericum Sieboldi ヤマゼリ 長野県南佐久郡北相木村京の岩 1993.9.20 武井尚 武井尚 日向野敏
セリ Carum Holopetalum イブキゼリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
セリ Osutericum Sieboldi ヤマゼリ 長野県南佐久郡北相木村京の岩 1993.9.20 武井尚 武井尚 日向野敏
セリ Carum Holopetalum イブキゼリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
セリ Umbelliferae セリ 東京都町田市本町田 1999.7.9 武井尚 武井尚 半谷純也
セリ bupleurum lonhiradiatum turcz. Form.elatius koso-polj.ホタルサイコ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
セリ bupleurum lonhiradiatum turcz. Form.elatius koso-polj.ホタルサイコ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
セリ Hydrocotyle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 寺田大和
セリ Hydrocotyle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
セリ Hydrocotyle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
セリ Cryptotaenia canadensis ミツバ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
セリ Oenanthe javanica セリ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
セリ Ｏｅｎａｎｔｈｅ　ｊａｖａｎｉｃａ セリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
セリ Cryptotaenia canadensis ミツバ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治



セリ Hydrocotyle sibthorpioides ﾁﾄﾞﾒｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996,8,22 武井尚 武井尚 佐藤栄作
セリ bupleurum lonhiradiatum turcz. Form.elatius koso-polj.ホタルサイコ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
セリ bupleurum lonhiradiatum turcz. Form.elatius koso-polj.ホタルサイコ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
セリ Hydrocotyle sibthorpioides ﾉﾁﾄﾞﾒ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.17 武井尚 武井尚
ｾﾘ Cryptotaenia japonica ﾐﾂﾊﾞ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
セリ Chamaele dacumbens Makino セントウソウ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990402 武井尚 武井尚 小林　源地
セリ科 Torilis Japonica DC. ヤブジラミ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 1998.5.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
セリ科 Hydrocotyle maritima Honda ノチドメ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
セリ科 Hydrocotyle sibthorpibides Lam. セリ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
セリ科 Hydrocotyle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
セリ科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
セリ科 Angleika inaegualis Maxim. ハナビゼリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
セリ科 Seseli libanotis var.japonica イブキボウフウ 長野県南佐久郡北相木材白岩ぶどう峠 1997,9,10 武井尚 武井尚
セリ科 Oenanthe javanica (Blume)DC. セリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC. ミツバ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
セリ科 Oenanthe javanica (Blume)DC. セリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC. ミツバ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
セリ科 Torilis japonica DC ヤブジラミ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
セリ科 Hydrocotyle Maritima HONDA ノチドメ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
セリ科 Oenanthe javanica(blume)DC. セリ 山梨県小菅村 2005.5.29 堤雄太 堤雄太
セリ科 Lamium amplexicanle L ヒメオドリコソウ 神奈川県川崎市川崎区東本町１丁目 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
セリ科 Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Angleika inaegualis Maxim. ハナビゼリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Ｈｙdrocotyle sibthorpioides Lom． チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
セリ科 Ｈｙdrocotyle sibthorpioides Lom． チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7・26 武井尚 武井尚 堤雄太
セリ科 Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Angleika inaegualis Maxim. ハナビゼリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Angelica keiskei アシタバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
セリ科 Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
セリ科 Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
セリ科 Ｈｙｄｒｏcotyle sibthorpioides LAM. チドメグサ 神奈川県大和市深見坊之窪 1984.5.29 武井尚 武井尚
セリ科 Oenanthe stolonifera DC. セリ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤傑 伊藤傑
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC. ミツバ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿久津友理阿久津友理
セリ科 Torilis scabra (Thunb) DC オヤブジラミ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚
セリ科 Hydrocotyle maritima Honda ノチドメ 神奈川県大和市深見一ノ関 1989.6.22 武井尚 武井尚
セリ科 Torilis scabra (Thunb) DC オヤブジラミ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚
セリ科 Hydrocotyle maritima Honda ノチドメ 神奈川県大和市深見一ノ関 1989.6.22 武井尚 武井尚
セリ科 Torilis japonica (Houtt.) DC. ヤブジラミ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 １９８５,７,７ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC. ミツバ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
セリ科 Torilis nodosa (L .) GAERTA オヤブジラミ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
セリ科 Torilis japonica (Houtt.) DC ヤブジラミ 神奈川県大和市福田根下 1983.7.6 武井尚 大場達之 上田香織



セリ科 Torilis japonica (Houｔｔ.) DC. オヤブジラミ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
セリ科 Cryptotaenia japonica DC.subsp.japonica(Hassk.)Hand.Mzt.ミツバ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 甲把　和也甲把　和也
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC ミツバ 神奈川県川崎市高津区　蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
セリ科 Cryptotaenia canadenis DC. ミツバ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
セリ科 Hydrocayle sibthorpioides チドメグサ 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
セリ科 Hydrocotyle ramiflora Maxim. オオチドメ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
せり科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
せり科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
せり科 Oenanthe javanica(blune)DC セリ 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　 堤雄太 堤雄太 堤雄太
せり科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
せり科 Oenanthe javanica(blune)DC セリ 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　
せり科 Cryptotaenia canadensis ミツバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
せり科 Ostericum sieboldi ヤマゼリ 長野県南佐久郡北相木村長者の森 1997.9.11
セリ科 Hydrocotyle maritima Honda ノチドメ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
セリ科 Oenanthe javanica (Blume) DC. セリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
セリ科 Oenanthe javanica (Blume)DC. セリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 渡邊陽介
セリ科 Cryptotaenia canadensis DC. ミツバ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 渡邊陽介
セリ科 Hydrocotyle maritima. Honda. メチドメ 神奈川県大和市上和田下ノ原 1983.05.15 武井　尚 大場　達之王　ウンショウ
セリ科 Ousmorhiza aristata(THUNB)MAX.et.YABE ヤブニンジン 神奈川県横浜市戸塚区呂濃町 1985.08.29 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
センダン科 Melia azedarach L.. var. japonica Makino センダン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1988.6.2 武井尚 武井尚
センダン科 Melia azedarach L.. var. japonica Makino センダン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1991.5.30 武井尚 武井尚
センダン科 Melia azedarach L.. var. japonica Makino センダン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1988.6.2 武井尚 武井尚
センダン科 Melia azedarach L.. var. japonica Makino センダン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1991.5.30 武井尚 武井尚
ゼンマイ ゼンマイ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1998.9.20 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ゼンマイ Osmunda japonica Thunb. ゼンマイ 神奈川県川崎市麻生区細山7丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 金子尚晃
ゼンマイ科 Osmnnda japonica Thunb. ゼンマイ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 土屋　利法
ゼンマイ科 Osumunda claytoniana L. オニゼンマイ 長野県岡谷市鉢伐山山麓 1949．8.10 武井尚 伊藤洋 仲尾剛
ゼンマイ科 O smunda japonica Thunb ゼンマイ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚
ゼンマイ科 Osmudastrum claytonianum オニゼンマイ 長野県茅野市立科山麓 1951.8.24 武井尚 伊藤洋
センリョウ chloranthus serratus フタリシズカ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
センリョウ chloranthus serratus フタリシズカ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.26 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.9 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chroranthus Serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.26 武井尚 武井尚 日向野敏
センリョウ Chloranthus serattatus Roevn. Et フタリシズカ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7



センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
センリョウ Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
せんりょう Chloranthus serratus Rome フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
センリョウ Chloronthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ Chloranthus serattatus Roevn. Et フタリシズカ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
センリョウ Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
せんりょう Chloranthus serratus Rome フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
センリョウ Chloronthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
センリョウ Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
せんりょう Chloranthus serratus Rome フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 小林　宏子H-Kobayashi
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
センリョウ Chloronthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
センリョウ Chloranthus serattatus Roevn. Et フタリシズカ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
センリョウ Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
せんりょう Chloranthus serratus Rome フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
センリョウ Chloronthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ Chloranthus serattatus Roevn. Et フタリシズカ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
センリョウ Chloranthus japonicus ヒトリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
せんりょう Chloranthus serratus Rome フタリシズカ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
センリョウ Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
センリョウ Chloronthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7



センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ chioranthus serratus(thunb.)roem.et schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ｾﾝﾘｮｳ Chloranthus serratus ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
センリョウ Chloranthus serattatus Roevn. Et フタリシズカ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
センリョウ アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
センリョウ科 Chlorouthus serratus Roem.et Schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
センリョウ科 Chlorabthus Serratus フタワシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
センリョウ科 Chloranthus serratus ROEM. Et. SCHULT フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
センリョウ科 Chloranthus　japonicas　SIEB ヒトリシズカ 山梨県小菅村 2003.6．36 村上秀行 村上秀行 村上秀行
センリョウ科 ChloranthaceaeChloranthus serratus Roem.et.Schult.フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
センリョウ科 ChloranthaceaeChloranthus serratus Roem.et.Schult.フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus  serratus(THUNB.)ROEM.et Schultフタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｎ Ｔｈｕｓ Ｓｅｒｒａｔｕｓ フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chlorabthus Serratus フタワシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村
センリョウ科 Chloranthus　japonicas　SIEB ヒトリシズカ 山梨県小菅村 2003.6．36
センリョウ科 Chlorouthus serratus Roem.et Schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus ROEM. Et. SCHULT フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 ChloranthaceaeChloranthus serratus Roem.et.Schult.フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus  serratus(THUNB.)ROEM.et Schultフタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｎ Ｔｈｕｓ Ｓｅｒｒａｔｕｓ フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chlorabthus Serratus フタワシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村
センリョウ科 Chloranthus　japonicas　SIEB ヒトリシズカ 山梨県小菅村 2003.6．36
センリョウ科 Chlorouthus serratus Roem.et Schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus ROEM. Et. SCHULT フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 ChloranthaceaeChloranthus serratus Roem.et.Schult.フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus  serratus(THUNB.)ROEM.et Schultフタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29



センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｎ Ｔｈｕｓ Ｓｅｒｒａｔｕｓ フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chlorabthus Serratus フタワシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
センリョウ科 Chloranthus  serratus(THUNB.)ROEM.et Schultフタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｂｔｈｕｓ serratus Ｒｏｅｍ フタリシズカ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｎ Ｔｈｕｓ Ｓｅｒｒａｔｕｓ フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
センリョウ科 ChloranthaceaeChloranthus serratus Roem.et.Schult.フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus  serratus(THUNB.)ROEM.et Schultフタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Chloranthus Serratus フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
センリョウ科 Ｃｈｌｏｒａｎ Ｔｈｕｓ Ｓｅｒｒａｔｕｓ フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chlorabthus Serratus フタワシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村
センリョウ科 Chloranthus　japonicas　SIEB ヒトリシズカ 山梨県小菅村 2003.6．36
センリョウ科 Chlorouthus serratus Roem.et Schult フタリシズカ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus serratus ROEM. Et. SCHULT フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29
センリョウ科 Chloranthus Serratus (Thonb) フタリシズカ 神奈川県川崎市麻布区黒川 1999.4.22 武井　尚 武井　尚 小林立明
センリヨウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
センリョウ科 Chloranthus serratus フタリシズカ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
タデ P.polyneuron アキノミチヤナギ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
タデ Polygonum lapathifolium L. オオイヌタデ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
タデ Polygonum　longisetum イヌタデ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
タデ Polygonum　longisetum イヌタデ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.10.27 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
タデ Polygonum cuspidatumsieb.et Zucc イタドリ 神奈川県川崎区桜本1丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
タデ Polygonum Caespitosum ハナタデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1960.11.3 武井尚 檜山　庫三日向野敏
タデ Polygonum Caespitosum ハナタデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1960.11.3 武井尚 檜山　庫三日向野敏
タデ Polygonum cuspidatum sieb.et 2ucc イタドリ 神奈川県川崎市川崎区東町二丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
タデ Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
タデ Rumex crispus ギシギシ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
タデ Polygonum multiflorum ソバカズラ 神奈川県川崎市川崎区小田５丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 寺田大和
タデ Rumex obtusiforius エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区小田７町目 １９９６．４．１３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
タデ Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区小田七丁目 1996.6.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
タデ Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区小田七丁目 1996.6.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 武井尚 T.Katsuyama横田秀一
タデ Rumex Acetosa スイバ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目夢見ヶ崎 武井尚 H.Takei 横田秀一
タデ Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 １９９７．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区田島町 １９９６．９．１１ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子



タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Rumex crispus ナガバギシギシ 神奈川県川崎市幸区戸平4丁目 １９９６．６．２０ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Rumex crispus ナガバギシギシ 神奈川県川崎市幸区3丁目 １９９６．６．２０ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区池上新町２ 1996.07.22 武井　尚 T.Katsuyama中村　竜治
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井　尚 T.Katsuyama中村　竜治
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区江川２ 1996.07.17 武井　尚 T.Katsuyama中村　竜治
タデ R.conglomeratus アレチギシギシ 神奈川県川崎市中原区井田３ 1997.06.21 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
タデ R.conglomeratus アレチギシギシ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４ 1996.06.12 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
タデ Polygonum capitatum ヒメツルソバ 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 1997.06.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
タデ Polygonum longisetun イヌタデ 神奈川県川崎市中東区小杉町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市中東区宮内１丁目多摩川原 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum aviculare ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 １９９６．７．１７ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum Cuspidotum イタドリ 神奈川県川崎市中東区市ノ坪 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum Cuspidotum イタドリ 神奈川県川崎市幸区南加瀬９丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum thunbergi ミゾソバ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Rumex obtusifolius エゾノギシギシ 神奈川県川崎市中東区井田 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Rumex obtusifolius エゾノギシギシ 神奈川県川崎市中東区井田 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Rumex conglomeratus アレチギシギシ 神奈川県川崎市中東区小杉町御殿町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
タデ Polygonum persicaria ハルタデ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
タデ Polygonum aviculare アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
タデ Rumex crispus ｷﾞｼｷﾞｼ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚 佐藤栄作
タデ Polygonum aviculare ﾐﾁﾔﾅｷﾞ 神奈川県川崎市幸区幸町2丁目 1996,6,20 武井尚 武井尚 佐藤栄作
タデ Polygonum polyneuron ｱｷﾉﾐﾁﾔﾅｷﾞ 神奈川県川崎市川崎区殿町2丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作
タデ ヒメツルソバ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
タデ Polygonum capitatum ヒメツルソバ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
タデ Poltgonum　lapathifolium サナエタデ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
タデ Polygonum　multiflorum ツルドクダミ 東京都小金井市小金井公園正門東 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
タデ Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｐｅｒｆｏｌｉａｔｕｍ イシミカワ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
タデ Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｆｉｌｉｆｏｒｍｅ ミズヒキ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼２丁目公園 1998.8.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
タデ Polygonum posumbu Hamilt.ex D.Don P.Yokusaianum Makinoハナダテ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
タデ rumex acetosa スイバ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 武井尚 武井尚
タデ Polygonum  cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市宮前区菅生 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之

ﾀﾃﾞ
Reynoutria japonica

ｲﾀﾄﾞﾘ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚

タデ Polygonum Mackianum ミゾソバ 神奈川県川崎市高津区上作延　 1998.10.20 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
タデ ナガバギシギシ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 1997.6.2 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
タデ Polygonum aviculare ミゾソバ 神奈川県川崎市中原区今井南町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
タデ R.obtusifoliusL.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市中原区今井南町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
タデ Polygonum carolinenseL ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区昭和二丁目 1996.6.29 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
タデ Polygonum sarolinenseL ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区藤崎二丁目 1996.9.4 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆



タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
タデ Rconglomeratus アレチノギシギシ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
タデ Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.11.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
タデ Rconglomeratus アレチノギシギシ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
タデ Rumex conglomeratus アレチギシギシ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 19990514 武井尚 武井尚 岡部亮
タデ Rumex Acetosa L. スイバ♀ 神奈川県川崎市麻生区黒川 19790506 武井尚 武井尚 岡部亮
タデ Rumex Acetosa L. スイバ♀ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 19980511 武井尚 武井尚 岡部亮
タデ Rumex japonicus Houttuyn ギシギシ 神奈川県大和市上草柳１３番耕地 19900903 武井尚 大場達之 岡部亮
タデ Rumex japonicus Houttuyn ギシギシ 神奈川県大和市上草柳調整池付近 19850620 武井尚 大場達之 岡部亮
タデ Rumex japonicus Houttuyn ギシギシ 神奈川県厚木市戸田町元船場 19840507 武井尚 大場達之 岡部亮
タデ Polygonum arenastrum ハイミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 金子尚晃

タデ Polygonum polyneurom Franch ミチヤナギ
神奈川県川崎区小田町３丁目

19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
ﾀﾃﾞ PolygonumarenastrumBoreav(E)Knotweed;knotgrassBromuscothariticusﾊｲﾐﾁﾔﾅｷﾞ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 清遠貴文
タデ Polygonum cuspidatum Sieb. イタドリ 神奈川県川崎市高津区宇奈根 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
タデ Polygonum longisetum De イヌタデ 神奈川県川崎市高津区北見方3丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
タデ Agrimonia pilosa Ledeb. ギンミズヒキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 川合伴実
タデ Polygonum aviculare L. ハイミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井尚 武井尚 川合伴実
タデ Polygonum polyneuron Fr. アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1995.10.15 武井尚 武井尚 川合伴実
タデ Reynoutria japonica Houtt イタドリ 長野県北毎星郡小岩村雨飾山麗 1959.8.3 武井　尚 武井　尚
タデ Fagopyrum esculentum Moenon ソバ 神奈川県厚木市岡津故町宮前 1984.9.24 武井　尚 大場　達之
タデ Fagopyrum esculentum Moenon ソバ 東京都調布市深大寺 1960.8.7 武井　尚 槍山　庫之
タデ Persicaria thunbergii var. thunbergii ミゾソバ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町深田 1985.10.1 武井　尚 武井　尚
タデ Persicaria thunbergii var. thunbergii ミゾソバ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.11.7 武井　尚 大場　達之
タデ Persicaria thunbergii var. thunbergii ミゾソバ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.10.3 武井　尚 大場　達之
タデ Persicaria thunbergii var. thunbergii ミゾソバ 神奈川県大和市上和田中原 1984.9.2 武井　尚 大場　達之
タデ科 Polygonum polyneuron アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原 1996.8.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
タデ科 Persicaria capitata ヒメツルソバ 神奈川県川崎市川崎区観音 1996.9.4 武井尚 武井尚 岡部奈津子
タデ科 Polygonum longisetum De Brnyn イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
タデ科 Polygonum lapathifolium オオイヌタデ 神奈川県川崎市高津区北見方３丁目多摩川原 武井尚 武井尚
タデ科 Polygonum arenastrum Boreau ハイミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区江川2 1996/7/17 武井尚 武井尚 千葉隆広
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区殿町1 1996/10/16 武井尚 武井尚 千葉隆広
タデ科 Rumex conglemeratus MURR アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
タデ科 Poluygonum longicetum De Bruyn Polygonum Blumei Meisn.イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
タデ科 Rumex acetosa L . スイバ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
タデ科 Rumex crispus L.. ナガバギシギシ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.05.14 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Rumex acetosella L.. ヒメスイバ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Rumex crispus L.. ナカバギシギシ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.04.30 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Rumex obtusifoius L. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.06.05 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Polygonum longisetum イヌダテ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Polygonum aviculare L.. ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
タデ科 Polygonum cuspidatun SEIB. Et Zucc イタドリ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志



タデ科 Polygonum　cospidatum SIEB,et Zucc イタドリ 神奈川県川崎市川崎区 1996.6.29 武井尚 奥山春季 北條翔子
タデ科 R.conglomeratus Murr. アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区宮前区神木本朝丁目 1999.5.22 武井尚 武井尚 北條翔子
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区桜本１丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 大久保希
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.15 武井尚 武井尚 大久保希
タデ科 Polygonum lapathifolium オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 大久保希
タデ科 Rumex crispus L. ギシギシ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 大久保希
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
タデ科 Polygonum debile ミヤマタニソバ 長野県南伏久郡北相木村横屋沢 1987.8.7 武井尚 奥山春季 大竹孝宏
タデ科 Persicaria perfoliata イシミカワ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
タデ科 Polygonum sieboldii アキノウナギツカミ 長野県南伏久郡北相木村サス原 1978.8.27 武井尚 奥山春季 大竹孝宏
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.11.10 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｃｕｓｐｉｄａｔｕｍｉ イタドリ 神奈川県川崎市川崎区小田栄 1996.9.11 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
タデ科 Rumex obtusifolius Linn. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｃｕｓｐｉｄａｔｕｍｉ イタドリ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
タデ科 Ploygorum aviculare オオミチヤナギ 神奈川県川崎市幸区第三公園 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
タデ科 Polygonum perfoliatum.L. イシミカワ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,15 水木智草 水木智草
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
タデ科 Rumex crispus L ギシギシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
タデ科 Rumex congiomeratus Murr アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
タデ科 Rolygonum finctorium Lour. アイタデ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 柳沼尚紀
タデ科 Rumex crispus L ギシギシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
タデ科 Polygonum longisetum DE BRUYN イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
タデ科 Polygonum thunbergil SIEB. Et  Zucc. ミソソバ 神奈川県川崎市高津区千年ふれあいの森 1999.10.23 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
タデ科 Polygonum Caespitosum BLUME.. ハナタデ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
タデ科 Polygonum Aviculare L.. ミチヤナギ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
タデ科 Polygonum lapathifolium L オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
タデ科 Rumex crispus L ナガバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 １９９６．１０．２３武井尚 武井　尚 早川光也
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ａｖｉｃｕｌａｒｅ　Ｌ． ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
タデ科 P.polyneuron FR. Rt SAV. アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
タデ科 Polygonum capitatum HAMILT. ヒメツルソバ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
タデ科 P. cuspidatum Sieb. Et Zucc イタドリ 愛媛県松山市松山城 1989.9.3 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
タデ科 R. crispus L. ナガバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　（公園） 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
タデ科 Polygonum orientale L. オオケタデ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
タデ科 R. crispus L. ナガバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　（公園） 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
タデ科 Polygonum Persicaria L. ハルタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島遊歩道 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
タデ科 Rumex crispus L.R.Fauriei Rechin ger f. ナガバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
タデ科 R.obtusifolius L.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
タデ科 Polygonum lapathifolium L.subsp.nodosum(Pers.)Kitam.P.nodosum Pers.,P.tenuifolium Preslオオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子



タデ科 Polygonum longisetum De Bruyn Polygonum Blumei Meisn.イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 和田綾子
タデ科 Polygonum cuspidatum. イタドリ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
タデ科 R.conglomeratus Murr アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 Polygonum lapathifolium L.subsp.nodosum(Pers.) kitam.オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 Polygonum longisetum De Bruyn Polygonum Blumei Meishイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 R.obtusifolius L.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 R.conglomeratus Murr アレチギシギシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｌｏｎｇｉｓｅｔｕｍ　Ｄｅ　Ｂｒｕｙｎ イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目 １９９６．７．２６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｐｏｌｙｎｅｕｒｏｎ　Ｆｒ．ｅｔ　Ｓａｖ． アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原一丁目 １９９６．８．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
タデ科 Ｐｏｌｙｇｏｎｕｍ　ｆｉｌｉｆｏｒｍｅ　Ｔｈｕｎｂ． ミズヒキ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 ２０００．１０．１９武井尚 武井尚 渡邊陽介
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
タデ科 Polygonum perfoliatum.L. イシミカワ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,15
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
タデ科 Polygonum debile Meisn. ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
タデ科 Polygonum aviculare Ｌ． ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
タデ科 Polygonum perfoliatum.L. イシミカワ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,15
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
タデ科 Polygonum debile Meisn. ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
タデ科 Polygonum cuspidatum sieb. et Zucc. イタドリ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
タデ科 Polygonum debile Meisn. ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
タデ科 Rumex crispus ギシギシ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
タデ科 Polygonum Cuspidatum イタドリ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 H.takei
タデ科 オオハルタデ 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目 1996.6.29 武井尚 H.takei
タデ科 P.polyneuron FR.et Sav. アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
タデ科 Polygonum lapathifolium L.subsp.nodosum(PERS.)KITAM.オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
タデ科 Polygonum lapathifolium L.subsp.nodosum(PERS.)KITAM.オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
タデ科 R.conglomeratus.MURR. アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
タデ科 Porygonum Longsetum DE BRURN イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
タデ科 Porygonum Longsetum DE BRURN イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
タデ科 Polygonum cuspidatum イタドリ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
タデ科 Polygonum　chinense ツルノハ 静岡県熱海市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
タデ科 Polygonum Posumbu Hamilt. Ex D. Don ハナタデ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998,10,20 武井尚 武井尚



タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc イタドリ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 上田香織 上田香織
タデ科 Poligonum longisetum DeBruyn イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
タデ科 Persicaria vulgaris Webb. et Moq. オオハルタデ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1986.7.25 武井尚 武井尚
タデ科 Rumex obtusifolis L.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1997.6.8 武井尚 武井尚
タデ科 Poligonum cuspidatum Sieb.et.Zucc イタドリ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 奥山春季
タデ科 Polygonum sagittatum L.. アキノウナギツカミ 長野県茅野市蓼科山麓 1951.8.24 武井尚 檜山康三
タデ科 Poligonum longisetum DeBruyn イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
タデ科 Persicaria vulgaris Webb. et Moq. オオハルタデ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1986.7.25 武井尚 武井尚
タデ科 Rumex obtusifolis L.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1997.6.8 武井尚 武井尚
タデ科 Poligonum cuspidatum Sieb.et.Zucc イタドリ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 奥山春季
タデ科 Polygonum sagittatum L.. アキノウナギツカミ 長野県茅野市蓼科山麓 1951.8.24 武井尚 檜山康三
タデ科 Polygonum nepalense MEISN. ミヤマタニソバ 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林 １９４８,８,１８ 中村慶子 奥山春季 伊藤雅紀
タデ科 P.tinctorium Lour. アイタデイ 神奈川県川崎市麻生区古沢 2000.9.29 武井尚 武井尚
タデ科 Polygonum lapathifolium L. オオイヌタデ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.9.29 武井尚 武井尚 横山昌佳
タデ科 Polygonum aviculare L. ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 H.Takei　武井尚
タデ科 P.orientale L.. オオケタデ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
タデ科 P.orientale L.. オオケタデ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
タデ科 Rumex Acetosa L.. スイバ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
タデ科 Polygonum Persicaria L.. オオハルダテ 神奈川県川崎市川崎区夜芝1丁目 1996.6.29 武井　尚 武井　尚
タデ科 Rumex crisous L.. ナガバギシギシ 神奈川県川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
タデ科 Rumex conglomeratus Murr アレチギシギシ 不明 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
タデ科 Rumex crispus L. subsp. japonicus (Houtt.) ギシギシ 不明 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 近藤直紀
タデ科 Polygonum arenastrum Boreau ハイミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
タデ科 Rumex Acetosa　L . スイバ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区旭町二丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 坂本和慶
タデ科 R. conglomeratus Murr. アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
タデ科 Rumex crispus L.R.Fauriei Rechingerf. ナカバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
タデ科 Polygonum dumetorum L. イタドリ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
タデ科 Polygonum Hidropiper L . ヤナギタデ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
タデ科 Polygonum bungeanum Turcz アキノウナギツカミ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.10.25 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
タデ科 Polygonum orientale ( L .) Assenov オオケタデ 神奈川県川崎市多摩区東生田4丁目 1995.8.22 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb. イタドリ 神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
タデ科 Polygonum Persicaria L.. オオハルタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Polygonum Persicaria　L.. ハルタデ 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Polygonum Lapathifolium L.. オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Rumex Conglomeratus Murr アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.10 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Rumex Conglomeratus Murr アレチギシギシ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Rumex Crispus L. ナカバギシギシ 神奈川県川崎市川崎区小田7丁目 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 小林立明
タデ科 Fagus Crenata Blume ソバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.6 武井　尚 勝山輝男 小林立明
タデ科 Polygonum capitatum HAMILT ヒメツルソバ 神奈川県小田原市入生田 1999.11.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
タデ科 Polygonum perfoliatum L. イシミスワ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc. イタドリ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 庄田千恵
タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc. イタドリ 神奈川県川崎市麻生区栗平１丁目 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵



タデ科 Polygonum lapathifolium L.subsp nodosum(Pers.)オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
タデ科 Polygonum lapathifolium L. サナエタデ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
タデ科 Polygonum lapathifolium L.　subsp. Nodosum (Pers.) Kitam.オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
タデ科 Polygonum lapathifolium L.　subsp. Nodosum (Pers.) Kitam.オオイヌタデ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
タデ科 Polygonum　kusupidatum SIEB. Et zucc イタドリ 長野県諏訪郡富堤町白岩岳 1967.8.27 武井尚 奥山春秀 上田香織
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 1996.6.19 武井 尚 武井 尚
タデ科 Polygonum convolvus ソバカズラ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1993.9.1 武井 尚 武井 尚
タデ科 Plogonum Blumei Meisn イヌタデ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.10.10 武井 尚 武井 尚

タデ科 Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledev. オオミチヤナギ 神奈川県川崎市華区小向 1996.6.20 武井尚 武井尚 仲尾剛
タデ科 Polygonum aviculare L. ミチヤナギ 神奈川県大和市深見町要石 1987．11.11 武井尚 大場達之 仲尾剛
タデ科 Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc. ミゾソバ 長野県南佐久山郡北相木材三寸木 1988．8.28 武井尚 武井尚 仲尾剛
タデ科 Polygonum aviculare L.. ミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 １９９６．６．２９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
タデ科 Rumex crispus L.. Subsp.Japonicus(Houtt)Kitamura R.ギシギシ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 山城　裕貴山城　裕貴
タデ科 Polygonum cuspidatum SIEB.et Zucc イタドリ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 山城　裕貴山城　裕貴
タデ科 Rumex conglomeratus Murr. アレチギシギシ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 品川紀子
タデ科 Rumex obtusifolius L エゾノギシギシ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 １９９６．６．２０ 武井　尚 武井　尚
タデ科 Polygonum arenastrum BOREAU ハイミチヤナギ 長野県諏訪市湖岸通り １９８７．８．３ 武井　尚 大場　達之
タデ科 Polygonum thunbergii SIEB et Zucc ミゾソバ 神奈川県大和市上草柳泉の森 １９８３．１０．６ 武井　尚 大場　達之
タデ科 Polygonum thunbergii SIEB et Zucc ミゾソバ 神奈川県大和市西鶴間八丁目 １９８３．１１．１７武井　尚 大場　達之
タデ科 Polygonum thunbergii SIEB et Zucc ミゾソバ 神奈川県厚木市戸田町下沖 １９８４．９．１５ 武井　尚 大場　達之
タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc イタドリ 神奈川県川崎市高津区久地 1998.10.20 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
タデ科 Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc イタドリ 神奈川県川崎市高津区溝口多摩川東 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
タデ科 Polygonum Blumei Meisn イヌタデ 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
タデ科 Rumex Asetosa L. スイバ 神奈川県川崎市川崎区夜光2丁目 1996.4.28 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ダテ科 Polygonum polyneuron French アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚 前田理絵
ダテ科 Polygonum polyneuron French アキノミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井尚 武井尚 前田理絵
ダテ科 Polygonum convolvus ソバカズラ 神奈川県川崎市小田５丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 前田理絵
ダテ科 Polygonumcapitatum ヒメツルソバ 神奈川県川崎市旭町２丁目 1996.11.11 武井尚 武井尚 前田理絵
ダテ科 Rumex Acetrosella L. ヒメズイバ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 大和満美
ダテ科 Plygonum debile Meisn Persicaria debilis ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ダテ科 Plygonum debile Meisn Persicaria debilis ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ダテ科 Plygonum debile Meisn Persicaria debilis ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ダテ科 Plygonum debile Meisn Persicaria debilis ミヤマタニソバ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
タデ科 Polygonum cuspidatam イタドリ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17
タデ科 Polygonum longisetum イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10
タデ科 Persicaria vulgaris var.pubscense オオハルタデ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29
タデ科 Rumex obtusifolius L エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6
タデ科 Rumex obtusifolius L エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区池上新町１丁目 1996.7.22
タデ科 Rumex obtusifolius L エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 1996.7.17
タデ科 R.obtusifolius L.. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
タデ科 Rumex obtusifolius L. エゾノギシギシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
タデ科 Rumex　japonicus ギシギシ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996．6.12 武井　尚 武井　尚 矢部達哉



タデ科 Polygcnum caespitosm BLUME subsp Yokusaianum (MAK) DANSERハナタデ 神奈川県川崎市高津区千年ふれあいの森 1999．10.23 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
タデ科 Polygonum　cuspidatum SIEB. Et Zucc. イタドリ 神奈川県川崎市川崎区中瀬２丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 渡邊陽介
タデ科 Reynoutria japonica Houtt イタドリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 関口宏聡 関口宏聡 渡邊陽介
タデ科 Rumex crispus L ギシギシ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 渡邊陽介
タデ科 Polygonum cuspidatum SIEB. et Zucc. イタドリ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
タデ科 Polygonum longisetum DE  BRUYN イヌタデ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
タデ科 Persicaria capitatum Hamlt. ヒメツルソバ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
タデ科 Polygonum sagittatum.L アキノウナギツカミ 長野県茅野市蓼科池の平 1950.08.14 武井　尚 櫓山　庫三王　ウンショウ
チャセンシダ asplenium incisum thunb トラノオシダ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.9.23 武井尚 伊藤洋
チャセンシダ asplenium incisum thunb トラノオシダ 千葉県一ノ宮町東浪見 1982.11.18 武井尚 伊藤洋
チャセンシダ asplenium incisum thunb トラノオシダ 東京都八王子市陣馬山 1982.10.3 武井尚 伊藤洋
チャセンシダ asplenium incisum thunb トラノオシダ 長野県北安曇郡小谷村大網 1958.8.2 武井尚 行方沼東
チャセンシダ asplenium incisum thunb トラノオシダ 愛媛県愛媛市松山城 1976.8.5 武井尚 伊藤洋
チャセンシダ Asplenium pseudo-wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
チャセンシダ Asplenium wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
チャセンシダ Asplenium pseudo-wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
チャセンシダ Asplenium wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
チャセンシダ Asplenium pseudo-wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
チャセンシダ Asplenium wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
チャセンシダ Asplenium incisum トラノオシダ 神奈川県川崎市中東区上小田中６丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
チャセンシダ Asplenium pseudo-wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
チャセンシダ Asplenium wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
チャセンシダ Asplenium pseudo-wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
チャセンシダ Asplenium wilfordii オクタマシダ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
チャセンシダ科 Asplenium incisum Thunb トラノオシダ 長野県諏訪郡下諏訪町荻倉 1948.8.17 武井尚 伊藤洋 土屋　利法
チャセンシダ科 Phyllitis scolopendrium Newm. コタニワタリ 新潟県西頚城郡根知村雨飾山 1958.8.2 武井尚 行方沼束 土屋　利法
チャセンシダ科 Asplenium varians Wall イワトラノオ 高知県土佐山町竜河洞 1974.10.21 武井尚 伊藤洋 土屋　利法
チャセンシダ科 Asplenium insisum Thunb トラノオシダ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
チャセンシダ科 Ａｓｐｌｅｎｉｕｍ sarelii Ｈｏｏｋ コバノヒノキシダ 東京都西多摩郡奥多摩町日原 1952.8.8 武井尚 行方沼東
チャセンシダ科 Ａｓｐｌｅｎｉｕｍ sarelii Ｈｏｏｋ コバノヒノキシダ 長野県下伊那郡天竜村坂部 1957.8.10 武井尚 行方沼東
チャセンシダ科 Phyllitis  scolopendrium Newm コタニワタリ 長野県北安星郡小谷村大網 1958.8.2 武井尚 行方沼東
ツガ科 Tsuga　diversifolia　(Maxim) コメツガ 山梨県小菅村 2003.6．37 村上秀行 村上秀行 村上秀行
ツガ科 Tsuga　diversifolia　(Maxim) コメツガ 山梨県小菅村 2003.6．37
ツガ科 Tsuga　diversifolia　(Maxim) コメツガ 山梨県小菅村 2003.6．37
ツガ科 Tsuga　diversifolia　(Maxim) コメツガ 山梨県小菅村 2003.6．37
ツズラフジ科 Cocculus orbiculatus (L.) DC. C. trilobus (Tumb.) DC.アオツズラフジ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
ツタ Parthenocissus tricuspidata ツタ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 寺田大和
ツタグサ ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山
ツタグサ ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山
ツタグサ ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山
ツタグサ ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山
ツタグサ ナルコスゲ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助



ツツジ ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山
ツツジ Rhododendron semibarbatum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
つつじ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｂｒａｃｈｙｃａｒｐｕｍ ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ツツジ Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Rhododendron semibaarbatum バイカツツジ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツツジ Vaccinium praestans イワツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Vaccinium japonicum アクシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ Lyonia ovalifolia ネジキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ pieris japonica 小菅村
ツツジ ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山
ツツジ Rhododendron semibarbatum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
つつじ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｂｒａｃｈｙｃａｒｐｕｍ ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ツツジ Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Rhododendron semibaarbatum バイカツツジ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツツジ Vaccinium praestans イワツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Vaccinium japonicum アクシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ Lyonia ovalifolia ネジキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ pieris japonica 小菅村
ツツジ Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
つつじ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｂｒａｃｈｙｃａｒｐｕｍ ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
ツツジ Rhododendron semibaarbatum バイカツツジ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
ツツジ Vaccinium praestans イワツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
ツツジ Vaccinium japonicum アクシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ツツジ Lyonia ovalifolia ネジキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ツツジ ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山
ツツジ Rhododendron semibarbatum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
つつじ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｂｒａｃｈｙｃａｒｐｕｍ ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ツツジ Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Rhododendron semibaarbatum バイカツツジ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツツジ Vaccinium praestans イワツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Vaccinium japonicum アクシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ Lyonia ovalifolia ネジキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ pieris japonica 小菅村 片田元葵 片田元葵
ツツジ ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山
ツツジ Rhododendron semibarbatum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
つつじ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｂｒａｃｈｙｃａｒｐｕｍ ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ツツジ Rhododendron brachycarpum ハクサンシャクナゲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Rhododendron semibaarbatum バイカツツジ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツツジ Vaccinium praestans イワツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ツツジ Vaccinium japonicum アクシバ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツツジ Lyonia ovalifolia ネジキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ﾂﾂｼﾞ Rhododendron　Fauriae　 ﾊｸｻﾝｼｬｸﾅｹﾞ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
ツツジ ハクサンシャクナゲ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助



ツツジ Rhododendron semibarbatum バイカツツジ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ツツジ科 Pierls japonica (Thunb) O.Dan アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ツツジ科 Pieris japonica (Thunb) D.Dow アセビ(アシビ) 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ツツジ科 Rhododendron obtusum ヤマツツジ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
ツツジ科 pieris japonica D. Don アセビ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ツツジ科 Pieris　japonica　(Thub.)D.Don アセビ　 山梨県小菅村 2003.6．29 村上秀行 村上秀行 村上秀行
ツツジ科 Ericaceae pieris japonica (Thunb..)D.Don アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ツツジ科 Pierisjaponica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
ツツジ科 Pieris japonica アセビ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ツツジ科 pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ツツジ科 Rhododendron obtusum ヤマツツジ 東京都町田市小野路町T史環境保存地区 1992,4,25 武井尚 武井尚
ツツジ科 Enkianthus campanulatus サラサドウダン 長野県南佐久郡北相木材長者の森 1994,6,16 武井尚 武井尚
ツツジ科 Rhododendron obtusum(lindley)Plancho vat ヤマツツジ 山梨県小菅村 2005.5.29 堤雄太 堤雄太
ツツジ科 Enkianthus campanulatus(Miquel)Nicholson Andromeda Campanulata Miquel(1863) サラサドウダン フウリンツツジ山梨県小菅村 2005.5.29 本多綱貴 本多綱貴
ツツジ科 Rhododendron obtusum (Lindley) Planchon var.Kaempferi(Planchon)Wilson,R.Kaempferi Planchon,R.indicum var.Kaenpferi(Planchon)Maximowicz,Tsutusi Kaenpferヤマツツジ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子
ツツジ科 Pierls japonica (Thunb) O.Dan アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ericaceae pieris japonica (Thunb..)D.Don アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris Japonica アセビ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron Dilatatum ミツバツツジ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron tschonoskii Maxim コメツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ｍｅｎｚｉｅｓｉａ purpurea Ｍａｘｉｍ ヨウラクツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris japonica (Thunb) D.Dow アセビ(アシビ) 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ツツジ科 Pieris　japonica　(Thub.)D.Don アセビ　 山梨県小菅村 2003.6．29
ツツジ科 pieris japonica D. Don アセビ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツツジ科 Pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ツツジ科 Pierisjaponica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツツジ科 Rhododendronobtusum(lindley)plancho vat ヤマツツジ 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　 堤雄太 堤雄太 堤雄太
ツツジ科 Pierls japonica (Thunb) O.Dan アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ericaceae pieris japonica (Thunb..)D.Don アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris Japonica アセビ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron Dilatatum ミツバツツジ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron tschonoskii Maxim コメツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ｍｅｎｚｉｅｓｉａ purpurea Ｍａｘｉｍ ヨウラクツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris japonica (Thunb) D.Dow アセビ(アシビ) 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ツツジ科 Pieris　japonica　(Thub.)D.Don アセビ　 山梨県小菅村 2003.6．29
ツツジ科 pieris japonica D. Don アセビ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツツジ科 Pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ツツジ科 Pierisjaponica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツツジ科 Rhododendronobtusum(lindley)plancho vat ヤマツツジ 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　
ツツジ科 Pierls japonica (Thunb) O.Dan アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ericaceae pieris japonica (Thunb..)D.Don アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29



ツツジ科 Pieris Japonica アセビ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron Dilatatum ミツバツツジ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron tschonoskii Maxim コメツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ｍｅｎｚｉｅｓｉａ purpurea Ｍａｘｉｍ ヨウラクツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris japonica (Thunb) D.Dow アセビ(アシビ) 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ツツジ科 Pieris Japonica アセビ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ツツジ科 Rhododendron Dilatatum ミツバツツジ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ツツジ科 Ｍｅｎｚｉｅｓｉａ purpurea Ｍａｘｉｍ ヨウラクツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ツツジ科 Pierls japonica (Thunb) O.Dan アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ericaceae pieris japonica (Thunb..)D.Don アセビ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris Japonica アセビ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron Dilatatum ミツバツツジ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ツツジ科 Rhododendron tschonoskii Maxim コメツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Ｍｅｎｚｉｅｓｉａ purpurea Ｍａｘｉｍ ヨウラクツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 Pieris japonica (Thunb) D.Dow アセビ(アシビ) 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ツツジ科 Pieris　japonica　(Thub.)D.Don アセビ　 山梨県小菅村 2003.6．29
ツツジ科 pieris japonica D. Don アセビ 山梨県小菅村 2003.6.29
ツツジ科 pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツツジ科 Pieris japonica アセビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ツツジ科 Rhododendron Kaempferi Planch. ヤマツツジ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
ツツジ科 Rhododendron obtusum （Lindlex）Planchon var.Kaempferiヤマツツジ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 松村佳 松村佳
ツツジ科 Rhododendron obtusum （Lindlex）Planchon var.Kaempferiヤマツツジ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ツツジ科 Rhododendron obtusum （Lindlex）Planchon var.Kaempferiヤマツツジ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
つつじ科 Pieris japonica(Thunb)D.Don アセビ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29. 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
つつじ科 Rhododendran semibarhatum バイカツツジ 山梨県北都留群小菅村三頭山
つつじ科 Pieris japonica(Thunb)D.Don アセビ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
つつじ科 Rhododendran semibarhatum バイカツツジ 山梨県北都留群小菅村三頭山
つつじ科 Pieris japonica(Thunb)D.Don アセビ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
つつじ科 Rhododendran semibarhatum バイカツツジ 山梨県北都留群小菅村三頭山
つつじ科 Rhododendran semibarhatum バイカツツジ 山梨県北都留群小菅村三頭山
つつじ科 Pieris japonica(Thunb)D.Don アセビ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
つつじ科 Rhododendran semibarhatum バイカツツジ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ツツジ科 Rhododendron tschonoskii Maxim コメツツジ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ツヅラクジ科 Akebiaguinata(HAUTT,) アオツヅラワジ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ツヅラフジ Cocculus orbiculatus (L.) DC. アオツヅラフジ 長野県南佐久郡北相木村山口 1987.9.2 武井尚 武井尚 川合伴実
ツヅラフジ Cocculus trilobus アオツヅラフジ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.11.7 武井　尚 大場　達之
ツヅラフジ科 Cocculus orbiculatus. (Linn.) Forman アオツヅラフジ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ツヅラフジ科 Ｃｏｃｃｕｌｕｓ orbiculatus アオツヅラフジカミエビ 長野県岡谷市西堀横河川下流土手 1948.8.10 武井尚 奥山春季
ツヅラフジ科 Cocculus orbicuLatus(L.)DC. アオツヅラフジ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
ツヅラフジ科 Menispermum dauricum DC. コウモリカズラ 東京都稲城市矢野口 1998.5.9 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ツヅラフジ科 Cocculus Trilobus アオツヅラフジ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
ツヅラフジ科 Cocculus orbiculatus (L.) アオツヅラフジ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 庄田千恵
ツヅラフジ科 Cocculus orbiculatus (L.) アオツヅラフジ 神奈川県川崎市幸区小倉 1997.6.8 武井尚 武井尚 神村佑



ツバキ eurya japonika ヒサカキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ツバキ eurya japonika ヒサカキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ツバキ durya japonika thunberg(1983)e.japonika ヒサカキ 1998.10.10. 武井尚 H-Takei 
ツバキ camellia japonica l. thea(l.)h.baillon,c.japonikcaヤブツバキ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井尚 H-Takei 
ツバキ Camelia japonica L . ツバキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ツバキ Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｐｏｌｙｇａｍａ マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Ｓｔｅｎａｒｔｉａ　ｍｏｄｈａｄｅｌｐｈａ ヒメシャラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Camelia japonica L . ツバキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツバキ Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｐｏｌｙｇａｍａ マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Ｓｔｅｎａｒｔｉａ　ｍｏｄｈａｄｅｌｐｈａ ヒメシャラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Camelia japonica L . ツバキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツバキ Cameliia sinensis チャノキ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ツバキ Ｅｕｒｙａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ヒサカキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ツバキ Ｅｕｒｙａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ヒサカキ 神奈川県川崎市下作延緑ヶ丘霊園 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ツバキ Eurya japonica ヒサカキ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ツバキ Camellia sinensis チャノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 1998.9.29 武井　尚 H.Takei 中村千尋
ツバキ Ｃａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｉｓ チャノキ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４丁目公園 1999.4.15 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ツバキ Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｐｏｌｙｇａｍａ マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ツバキ Ｓｔｅｎａｒｔｉａ　ｍｏｄｈａｄｅｌｐｈａ ヒメシャラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ツバキ Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｐｏｌｙｇａｍａ マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Ｓｔｅｎａｒｔｉａ　ｍｏｄｈａｄｅｌｐｈａ ヒメシャラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Ａｃｔｉｎｉｄｉａ　ｐｏｌｙｇａｍａ マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Ｓｔｅｎａｒｔｉａ　ｍｏｄｈａｄｅｌｐｈａ ヒメシャラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ツバキ Camelia japonica L . ツバキ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツバキ Eurya ヒサカキ 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ツバキ Camellia sasanqua サザンカ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 19990415 武井尚 武井尚 岡部亮
ツバキ科 Tneaceae チマノキ 神奈川県川崎市高津区上作廷緑ヶ丘 1999.05.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
ツバキ科 Eurya emargina Makino ハマヒサカキ 宮崎県宮崎市平和台公園 1988.9.5 田中　桂 武井　尚 渡辺　鉄平
ツバキ科 Ｃａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ（Ｌ．）Ｏ．Ｋｕｎｔｚｅ チャ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 ２０００．１０．１３武井尚 武井尚 渡邊陽介
ツバキ科 Eurya japonica ヒサカキ 神奈川県川崎市麻生区関の上 1998.10.28 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
ツバキ科 Camellia sinensis チャノキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
ツバキ科 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze Thea sinesis L.チャノキ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992,4,25 武井尚 武井尚
ツバキ科 Camellia japonica ツバキ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 上田香織
ツバキ科 Camellia japonica subsp.rusticana Kitamura C.ユキツバキ 長野県北安曇郡小谷村大綱 1958.8.2 武井　尚 檜山　庫之
ツバキ科 Camellia japonica L. ヤブツバキ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
ツユクサ Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ツユクサ Commelina communisl ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村 2002.7.7
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ツユクサ auriculata Blume ホウライツユクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村 2002.7.7
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ツユクサ auriculata Blume ホウライツユクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07



ツユクサ Commeline communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1999.11.10 武井尚 武井尚 寺田大和
ツユクサ Commeline communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 寺田大和
ツユクサ Commerina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ツユクサ Commerina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ツユクサ auriculata Blume ホウライツユクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1995.09.01 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 東京都小平市回田町 ２００２．７．２３ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市中東区新丸子東町 １９９７．６．２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 96.10.16 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 96.9.4 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ツユクサ Trdescantia flumiensis トキワツユクサ 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目 96.5.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ツユクサ Tradescactia flumiensis ﾄｷﾜﾂﾕｸｻ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996,7,17 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ツユクサ Commelina communis ﾂﾕｸｻ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996,5,6 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ツユクサ Commelina communis ﾂﾕｸｻ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996,7,6 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ツユクサ ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区池田町１丁目 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ トキワツユクサ 神奈川県川崎市宮前町神木本町２丁目 １９９９．５．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ ムラサキツユクサ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 １９９９．５．１４ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区池田町１丁目 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Tradescantia flumiensis トキワツユクサ 神奈川県川崎市宮前町神木本町２丁目 １９９９．５．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Tradescantia reflexa ムラサキツユクサ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 １９９９．５．１４ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ツユクサ Pollia　japonica　thumb ヤブミョウガ 神奈川県川崎市高津区蟹が谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
ツユクサ Pollia　japonica　thumb ヤブミョウガ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．１２武井　尚 武井　尚
ツユクサ Ｃｏｍｍｅｌｉｎａ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ ツユクサ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵３丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ツユクサ ｐｏｌｌａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ヤブミョウガ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1998.8.21 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ツユクサ ｐｏｌｌａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ヤブミョウガ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1998.9.1 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ツユクサ ｐｏｌｌａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ヤブミョウガ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1998.9.1 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村 2002.7.7
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ツユクサ auriculata Blume ホウライツユクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村 2002.7.7
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ツユクサ auriculata Blume ホウライツユクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ﾂﾕｸｻ Tradescantia reflexa ﾂﾕｸｻ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 1996.8.6 武井尚 武井尚



ﾂﾕｸｻ Tradescantia reflexa ﾂﾕｸｻ 神奈川県川崎市川崎区綱管通町４丁目 1996.8.6 武井尚 武井尚
ﾂﾕｸｻ Tradescantia reflexa ﾂﾕｸｻ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
ツユクサ Comeclina communis ツユクサ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ツユクサ Comeclina communis ツユスサ 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目 1997.6.14 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ツユクサ Comeclina communis ツユクサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1996.6.12 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
ツユクサ Pollia japonica Thunb. ヤブミョウガ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
ツユクサ Commelina communis L. トキワツユクサ 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 川合伴実
ツユクサ科 Tradescantia pallida Purpurea ムラサキゴテン 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川原 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区殿町 1996.10.16 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市麻生区細山６丁目 武井尚 武井尚
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
ツユクサ科 Commeline commanis L . ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区夜行一丁目 1999.6.29 武井尚 武井尚 中谷冴一
ツユクサ科 Commeline commanis L . ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 中谷冴一
ツユクサ科 Commelina communis 東京都目黒区大橋 2003.7.8 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 前田理絵
ツユクサ科 Tradescantia fiuminensis Vell トキワツユクサ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ツユクサ科 Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井尚 武井　尚 早川光也
ツユクサ科 Commelina communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
ツユクサ科 Ｃｏｍｍｅｌｉｎａ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ　Ｌ． ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ツユクサ科 Commelina communis L.. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ツユクサ科 Murdannia keisak イボクサ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 １９９９．９．１９ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ツユクサ科 Ｃｏｍｍｅｌｉｎａ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ　Ｌ． ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区田町三丁目 １９９６．５．６ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
ツユクサ科 Ｃｏｍｍｅｌｉａ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ　Ｌ． ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7・28 武井尚 武井尚 堤雄太
ツユクサ科 Tradescantia flumiensis トキワツユクサ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 片柳圭
ツユクサ科 Commelina Communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
ツユクサ科 Commelina Communis ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区浜町三丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
ツユクサ科 Tradescantia reflexa Rafin ムラサキツユクサ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚
ツユクサ科 Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区池田町 1996.5.10 武井尚 武井尚
ツユクサ科 Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚
ツユクサ科 Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
ツユクサ科 Cmmelina communis L.. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ツユクサ科 Commelina communis L.. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営追悼 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ツユクサ科 Cmmelina communis L.. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ツユクサ科 Commelina communis L.. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営追悼 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ツユクサ科 Commelina communis  L . ツユクサ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 横川祥子
ツユクサ科 Tradescantia flumiensis VELL. トキワツユクサ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
ツユクサ科 Commelica communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
つゆくさ科 Commelinaceae ツユクサ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ツユクサ科 Murdannia keisak イボクサ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5
ツユクサ科 Commelina communis L. ツユクサ 神奈川県川崎市幸区扇町　駅付近 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑



ツリバ Euonymus oxyphyllus ツリバナ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚
ツリフネソウ Impatiens Noli-tangere キツリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ツリフネソウ Impatiens Noli-tangere キツリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ツリフネソウ Impatiens noli-tangere L . キツリフネソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ツリフネソウ Impatiens noli-tangere L . キツリフネソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツリフネソウ Impatiens noli-tangere L . キツリフネソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツリフネソウ Impatiens noli-tangere L . キツリフネソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ツリフネソウ科 Impatiens noli-tangere  L . キツリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 松村佳 松村佳
トウダイグサ Mallotus japonicus アカメガシワ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
トウダイグサ Euphoribia maculata L. オオニシキソウ 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 三宮喬
トウダイグサ mallotus japonicus(thunb.)mueller-arg.croton japonicum thunbアカメガシワ 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目多摩川原 1998.10.10 武井尚 H-Takei
トウダイグサ Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 勝山輝男 川勝聡太郎
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トウダイグサ Euphorbia spina コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
トウダイグサ Euphorbiaceae コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トウダイグサ Euphorbiaceae コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
トウダイグサ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ　ｓｕｐｉｎａ コニシキソウ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
トウダイグサ Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
トウダイグサ Euphorbia supira コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トウダイグサ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ　ｍａｃｕｌａｔａ オオニシキソウ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
トウダイグサ Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ　ｃｏｒｄａｔａ アブラギリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トウダイグサ Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
トウダイグサ Alchornea trewioides シロツメクサ 東京都町田市尾根緑道 2002.7.28 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
トウダイグサ Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
トウダイグサ Acalypha australis L エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 19960627 武井尚 武井尚 小林　源地
トウダイグサ Euphorbia supina Rafin. コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 勝山輝男 川合伴実
トウダイクサ科 Euphoribia helioscapia アカメガシク 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
トウダイグサ科 Acalypha australis L． エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. Chamasesyce supina (Rafin.) Mold.コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996．6.29 武井尚 武井尚 西村俊
トウダイグサ科 Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜 1996.6.29 武井尚 武井尚 岡部奈津子
トウダイグサ科 Acalypha australis エノキグサ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Acalypha australis エノキグサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Euphorbia maculata オオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
トウダイグサ科 Euphorbia pseudochamaesyce ニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996/9/4 武井尚 武井尚 千葉隆広
トウダイグサ科 Euphorbia supina コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区田町2 1996/7/17 武井尚 武井尚 千葉隆広



トウダイグサ科 Acalypha australis エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町1 1996/8/22 武井尚 武井尚 千葉隆広
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 土屋　利法
トウダイグサ科 Acalypha australis エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
トウダイグサ科 Euphorbia maculata オオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目 1996.9.11 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
トウダイグサ科 Phyllanthus urinaria L. コミカンソウ 神奈川県川崎市川崎区観音1丁目 1996.9.4 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 勝山輝男 柳沼尚紀
トウダイグサ科 Mallotus japonicus Muell.Arg アカメガシワ 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
トウダイグサ科 Euphorbia supina RAFIN コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
トウダイグサ科 Acalypha australis L.. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
トウダイグサ科 Euphorbia Supina RAFIN コニシキソウ 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 1997.06.21 武井尚 武井尚 酒井玲奈
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. ユニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区堤根 1996.10.10 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ　ｓｕｐｉｎａ　Ｒａｆｉｎ． ユニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区境町１丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
トウダイグサ科 Euphorbia chamaesyce L.. ハイニシキソウ 神奈川県　川崎市　川崎区　千鳥町　市営埠頭 1996.8.11 武井尚 武井尚 松岡みずき
トウダイグサ科 Ricinus communis L. トウゴマ（ヒマ） 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
トウダイグサ科 Acalypha australis L.. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 大和満美
トウダイグサ科 Euphorbia humifuse Willd.var.pseudochamaesyce(Fisch.Meyer et Lallem.)Murataニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.11.6 武井尚 武井尚 大和満美
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ supina Ｒａｆｉｎ コニシキソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Chamaesyce humifusa ニシキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ supina Ｒａｆｉｎ コニシキソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Chamaesyce humifusa ニシキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Mallotus japonicus (Thunb.) Muell.Arg アカメガシワ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ supina Ｒａｆｉｎ コニシキソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
トウダイグサ科 Phyllathus Neuri キダチミカンソウ 神奈川県川崎市川崎区観音一丁目 1996.9.4 武井尚 H.takei
トウダイグサ科 Acalypha Austrails エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ supina Ｒａｆｉｎ コニシキソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
トウダイグサ科 E.macurata L. オオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 E.macurata L. オオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Mallotus Japonicus(Thumb.) Mueller-Arg.Croton Japonicum THUMBアカメガシワ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ supina Ｒａｆｉｎ コニシキソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
トウダイグサ科 Chamaesyce humifusa ニシキソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
トウダイグサ科 Euphorbia helioscopia L.. トウダイグサ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚



トウダイグサ科 Euphorbia helioscopia L.. トウダイグサ 神奈川県川崎市高津区久来 1999.6.5 武井尚 武井尚
トウダイグサ科 Mallotus japoonics Thunb. アカメガシワ 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 1997.6.8 武井尚 武井尚 横山昌佳
トウダイグサ科 Acalypha australis L.. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
トウダイグサ科 Acalypha australis L.. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 1996.10.16 武井　尚 武井　尚
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin コニシキソウ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
トウダイグサ科 Acalypha dustralis L. エノキグサ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
トウダイグサ科 Acalypha australis L. エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
トウダイグサ科 Phyllanthus urinaria L. コシカンソウ 神奈川県川崎市川崎区観音１丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
トウダイグサ科 Acalypha australis L . エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬三丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目 1996.7.26 武井　尚 武井　尚
トウダイグサ科 Euphorbia Helioscopia L. トウダイグサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
トウダイグサ科 Euphorbia maculata L. オオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
トウダイグサ科 Acalypia australis L エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
とうだいぐさ科 Eupherbia snpina Rafin.Chamaesyce supina(Rafin.)Moldコニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
とうだいぐさ科 Eupherbia snpina Rafin.Chamaesyce supina(Rafin.)Moldコニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
とうだいぐさ科 Acalypha australis L. エノキノグサ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
トウダイグサ科 Euphorbia supina Rafin. コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 神村佑
トウダイグサ科 Euphorbia supina RAFIN コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996.8.22 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
トウダイグサ科 Euphorbia maculate L.. Chamaesyce maculate (L..) Smallオオニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
トウダイグサ科 Acalypha Austrails エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 H.takei
トウダイグサ科 Euphorbia Supina コニシキソウ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
トウダイグサ科 Acalypha australis L . エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬三丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
トウダイグサ科 Acalypha australis L . エノキグサ 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
トウダイソウ Acalypha  australis エノキグサ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
トクサ equisetum ramosissimum desf. イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.5.31 武井尚 H-Takei 
トクサ eguisetum arvense l. スギナ 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目多摩川原 1998.5.31 武井尚 H-Takei
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
トクサ Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区殿町二丁目多摩川東 1996.10.16 武井尚 武井尚 寺田大和
トクサ Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区小田五丁目 1996.6.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トクサ Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トクサ Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区小田五丁目 1996.6.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トクサ Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
トクサ Equisetum Arvense スギナ 神奈川県川崎市中東区小杉御殿町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
トクサ Equisetum Arvense スギナ 神奈川県川崎市中東区上丸子八幡町多摩川原 １９９７．６．２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
トクサ Equisetum Arvense スギナ 神奈川県川崎市幸区小倉公園 １９９７．６．８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
トクサ Equisetum Arvense スギナ 神奈川県川崎市幸区南加瀬２丁目 １９９６．６．１２ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
トクサ Equisetum  hyemale トクサ 神奈川県川崎市宮前区 1998,8,2 武井　尚 武井　尚 北村弘之
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚



トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.4.13 武井 尚 武井 尚 武井 尚
トクサ Ｅｑｕｉｓｅｔａｃｅａｅ ａｒｖｅｎｓｅ スギナ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
ﾄｸｻ EquisetumramosissimumDesf.varjaponicumMildeｲﾇﾄﾞｸｻ 神奈川県川崎市川崎区殿町東扇島東地区 1998.5.31 武井尚 武井尚 清遠貴文
トクサ科 Equisetum arvense L.. スギナ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
トクサ科 Equisetum arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区夜光3 1996/7/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.6,29 武井尚 武井尚 土屋　利法
トクサ科 Equisetum arvenseL, スギナ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
トクサ科 Eguisetam arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 １９９６，７／２８武井尚 武井尚 香月正樹
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
トクサ科 Equisetum arverse L. ツクシ スギナ 山梨県小菅村 2005.5.29 半谷純也 半谷純也
トクサ科 Equisetum ramosissimum イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996．7.6 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
トクサ科 Equisetum　arvense L.. スギナ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996．11.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 重田拓郎
トクサ科 Ｅｑｕｉｓｅｔｕｍ　ｈｙｅｍａｌｅ　Ｌ．　 トクサ 神奈川県川崎市多摩区管仙谷四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
トクサ科 Equisetum　arvense　L スギナ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 H．Takei
トクサ科 Ｅｑｕｉｓｅｔｕｍ arvense Ｌ． スギナ 東京都町田市岡師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
トクサ科 Equisetum ramosissimum イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
トクサ科 Equisetum ramosissimum イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
トクサ科 Equisetum ramosissimum イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚
トクサ科 Equisetum arvense L.. スギナ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
トクサ科 Equisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
トクサ科 Equisetum arvense　Ｌ． スギナ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5.3 武井 尚 武井 尚

トクサ科 Equsetum arvensa L. スギナ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
トクサ科 Equisetum arvense L.. スギナ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 品川紀子
トクサ科 Equisetum ramosissimum Desf,var.japonicum Milde.イヌドクサ 神奈川県川崎市川崎東扇島 1998.5.31 武井　尚 武井　尚
トクサ科 Eguisetum arvense L. スギナ 神奈川県川崎市川崎区三井埠頭 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
トクサ科 Equisetum arvense L.. スギナ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
トクサ科 Equisetum arvense スギナ 長野県岡谷市鉢伏山麓 1949.8.10 武井尚 武井尚
ドクダミ Hottuynia cordata Thumb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 H.Takei 三宮喬
ドクダミ Houttuyhia cordata Thunb ドクダミ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ドクダミ Houttuyhia cordata Thunb ドクダミ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ドクダミ Houttuynia cordata THUNB ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
ドクダミ ドクダミ 山梨県小菅村三頭山
ドクダミ Houttuugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ドクダミ ドクダミ 山梨県小菅村三頭山
ドクダミ Houttuugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7



ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区昭和町２丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 寺田大和
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 １９９６．７．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区下並木 96.10.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町４丁目 96.6.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ドクダミ Houttuynia cordata ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996,6,29 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ドクダミ Houttuynia cordata ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996,4,19 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ドクダミ ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ドクダミ ドクダミ 山梨県小菅村三頭山
ドクダミ Houttuugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ドクダミ ドクダミ 山梨県小菅村三頭山
ドクダミ Houttuugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ドクダミ Houttugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ﾄﾞｸﾀﾞﾐ Houttuynia cordata ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
ﾄﾞｸﾀﾞﾐ Houttuynia cordata ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 神奈川県川崎市川崎区管通１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚
ﾄﾞｸﾀﾞﾐ Houttuynia cordata ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
ドクダミ Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区小田２丁目 ９６．９．１１ 武井　尚 武井　尚
ドクダミ ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
ドクダミ Houttuugnia cordata ドクダミ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
ドクダミ科 Houttuyuia cordata Thunb ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 北條翔子
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb ドクダミ 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ドクダミ科 Houttuynia cordata tHUNB, ドクダミ 神奈川県川崎市幸区戸手本町３丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ドクダミ科 Houttuynia cordata tHUNB, ドクダミ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thunb ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thunb ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀



ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb ドクダミ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 大坂碧
ドクダミ科 Houttuynia cordata THUNB. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ドクダミ科 Houttuynia cordata THUNB. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区藤崎３丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ドクダミ科 Houttuynia Cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市中原区新丸子東町 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ドクダミ科 Houttuynia Cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ドクダミ科 Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ　Ｔｈｕｎｂ． ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 １９９６．７．２８ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ドクダミ科 Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ　Ｔｈｕｎｂ． ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 １９９６．７．２６ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
ドクダミ科 Houttuynia cordata THUNB. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thumb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 和田綾子
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thumb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 和田綾子
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thumb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 和田綾子
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.5.29
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドグダミ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
ドクダミ科 Houttuynia cordata  Thunb. ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 小林立明 小林立明
ドクダミ科 Houttuynia cordata Tumb ドクダミ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出１丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
ドクダミ科 Houttuynia cordata ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区旭町二丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 坂本和慶
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thumb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 山城　裕貴山城　裕貴
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区小田2丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
どくだみ科 Houttuynea cordatu Thunb ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 神村佑
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.05.29 香月正樹 香月正樹 酒井玲奈
ドクダミ科 Houttuyunia cordata Thunb. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
ドクダミ科 Houttuynia cordata THUNB. ドクダミ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ドクダミ科 Houttuyania cordata Thunb ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 渡邊陽介
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 後藤謙太
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.5.29
ドクダミ科 Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 山梨県小菅村 2005.05.29
トケイソウ科　 Passiflora coerulea L. トケイソウ　 神奈川県川崎市中原区市の坪 1997．6.14 武井尚 高橋秀男 仲尾剛
トチカガミ科 Elodea nuttallallii St.Jonh コカナダモ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 1998.6.30 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
トチノキ科 Aesculus carnea Hayne ベニバナトチノキ 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
トチノキ科 Aesculus carnea Hayne ベニバナトチノキ 神奈川県川崎市麻生区上麻生2丁目 2000.5.19 武井 尚 武井 尚
トチュウ Aphananthe planchon ムクノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トチュウ Aphananthe planchon ムクノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トチュウ Aphananthe planchon ムクノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
トチュウ Aphananthe planchon ムクノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トチュウ Aphananthe planchon ムクノキ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
トベラ Pittosporum tobira トベラ 千葉県安房郡白浜町　海岸 1998.9.27 武井　尚 H.Takei 中村千尋



トベラ科 Pittosporum tobira トベラ 神奈川県川崎市高津区上作延 武井尚 武井尚
トベラ科 Ｐｉｔｔｏｓｐｏｒｕｍ　Ｔｏｂｉｒａ トベラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
トベラ科 Pittosporum Tobira トベラ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚 大和満美
ナクサ科 Equisetum arvense L スギナ 長野県芽野市立科渋温泉付近 1960.8.1 武井尚 H.Takei 木本敬行
ナス Solanum nigrum L.. イヌホオズキ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 H.Takei 三宮喬
ナス Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス Solanum pseudo capsicum L. タマサンゴ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス Physalis Alkekengi L. ホオズキ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス S.nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス S.nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ナス Solanum Lyratum ヒヨドリジョウゴ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目天神社 1995.8.9 武井尚 武井尚 日向野敏
ナス Solanum Lyratum ヒヨドリジョウゴ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目天神社 1995.8.9 武井尚 武井尚 日向野敏
ナス Solanum nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
ナス Solanum nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区本町一丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 半谷純也
ナス Lycium chinense クコ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナス Lycium chinense クコ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナス Solanum lyratum ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ 神奈川県川崎市高津区久本1丁目 1999,6,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナス Lycinum chinense ｸｺ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目（多摩川原） 1996,10,16 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナス Solanum pseudo-capsicum ﾀﾏｻﾝｺﾞ 神奈川県川崎市川崎区大師町 1995,8,22 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナス Solanum pseudo-capsicum ﾀﾏｻﾝｺﾞ 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 1996,11,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナス Physalis angulata ｾﾝﾅﾘﾎｵｽﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996,10,5 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナス ホオズキ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ナス ホオズキ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ナス Physalis Alkekengi ホオズキ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ナス Physalis Alkekengi ホオズキ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ナス Lycinum　chinense クコ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
ナス Solanum pseudocapsicum タマサンゴ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ナス Solanum pseudocapsicum タマサンゴ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ナス Ｓｏｌａｎｕｍ　ｎｉｇｒｕｍ イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ﾅｽ Solanum pseudocapsicum ﾀﾏｻﾝｺﾞ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚
ﾅｽ Solanum pseudocapsicum ﾀﾏｻﾝｺﾞ 神奈川県川崎市川崎区昭和２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚
ナス Ｓｏｌａｎｕｍ　ｐｓｅｕｄｏ タマサンゴ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚
ナス Ｓｏｌａｎｕｍ　ｐｓｅｕｄｏ タマサンゴ 神奈川県川崎市川崎区下並木 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
ナス Soramum pseudo-capsicum タマサンゴ・フユサンゴ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ナス Soramum pseudo-capsicum タマサンゴ・フユサンゴ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ナス科 Solanum americanum アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ナス科 Solanum japonense ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子
ナス科 Solanum carolinense L.. ワルナスビ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 1997.7.2 武井尚 武井尚 坂本慎司
ナス科 Lycinum chinense クコ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 武井尚 武井尚
ナス科 Salanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 武井尚 土屋　利法
ナス科 Salanum pseudo capsicum L. タマサンゴ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ナス科 Solanum higrum L . ナス 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 中谷冴一



ナス科 Solanum nigrum L.. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目 1996.09.11 武井尚 武井尚 兵働隆志
ナス科 Solanum nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 大久保希
ナス科 Solanum lyratum ヒヨドリジョウゴ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 大久保希
ナス科 Lycinum Chinense クコ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 大久保希
ナス科 Lycinum chinense MILL クコ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナス科 Solanum americanum Mill. アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目 1996.6.29 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区南田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナス科 Solanum nigrum L, イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区市営埠頭 1998.10.27 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ナス科 S.carolinense L. ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市宮内四丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ナス科 Solanum pseudo-capsicurn L タマサンゴ 神奈川県川崎市上小田中七丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ナス科 Solanum Carolinence L.. ワルナスビ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ナス科 Solanum pseudo-capsicum L. タマサンゴ フユサンゴ神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
ナス科 Ｓｏｌａｎｕｍ　ｐｓｅｕｄｏ－ｃａｐｓｉｃｕｍ　Ｌ． タマサンゴ 神奈川県川崎市中原区井田３丁目 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ナス科 Ｌｙｃｉｕｍ　ｃｈｉｎｅｎｓｅ　Ｍｉｌｌｅｒ クコ 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ナス科 Soranum lyratum Thunb ヒヨドリジョウゴ 神奈川県　川崎市　高津区　蟹ヶ谷 1999.9.13 武井尚 武井尚 松岡みずき
ナス科 solanum nigrum L.. イヌホオズキ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
ナス科 Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ナス科 Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ナス科 Solaum nigrum L . イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ナス科 Solanum pseudo-capsicum L.. タマサンゴ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９．１０．２３武井　尚 武井尚 山本教裕
ナス科 Solanum pseudo-capsicum L.. タマサンゴ 神奈川県川崎市川崎区中瀬2丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナス科 Solanum lyratum THUNB. ヒヨドリジョウゴ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 １９９９．９．１９ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナス科 S. americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナス科 Solanum ameriｃanum MILL.. アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
ナス科 Solanum sarachoides Sendt. ケイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
ナス科 Solanum americanum MILL.. アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市幸区下平間 1997.5.28 武井尚 武井尚 和田綾子
ナス科 Solanum Nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 重田拓郎
ナス科 Lycium chinense MILL.. クコ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
ナス科 Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川土手 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 1996.11.10 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ナス科 Solanum japonense Nakai ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ナス科 Solanum japonense ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ナス科 Ｓｏｌａｕｎ　ｐｓｅｕｄｏ．Ｃａｐｓｉｃｕｍ　Ｌ． タマサンゴ．フユサンゴ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
ナス科 Solanum japonense Nakai ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ナス科 Solanum japonense ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ナス科 Solanum nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市麻生区白石町 1996.9.20 武井尚 片柳圭
ナス科 Solanum Americanum アメリカイヌホウズキ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
ナス科 Solanum Nigrum イヌホウズキ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.5.14 武井尚 H.takei



ナス科 Solanum americanum MILL アメリカイヌホオズミ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオヅキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオヅキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオヅキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオヅキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum japonense Nakai ヤマホロシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ナス科 Selanum　nigrum アメリカイヌホオズキ 静岡県熱海市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ナス科 Solanum carolinense L.. ワルナスビ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum amerieanum MILL. アメリカイヌホウズキ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千島町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum carolinense L . ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千島町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum americanum Mill アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum carolinense L . ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ナス科 Solanum carolinense L . ワルナスビ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.06.20 武井尚 H.Takei
ナス科 Solanum carolinense L . ワルナスビ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.06.20 武井尚 H.Takei
ナス科 Solanum americanum Mill. アメリカイヌホウズキ 不明 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 近藤直紀
ナス科 Solanum americanum Mill. アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市高津区子母口古墳 1999.6.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ナス科 Lycinum chinense Mill. クコ 神奈川県川崎市幸区古市場１丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ナス科 solanum americanum MILL アメリカイヌホホズキ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナス科 Solanum carolinense L . ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナス科 Solanum americanum MILL アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナス科 Lycium chinense Miller. クコ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
ナス科 Lioium chinense Miller クコ 神奈川県川崎市多摩区登戸 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ナス科 Solanum Nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナス科 Solanum Nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナス科 Solanum Nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.8.18 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナス科 Lycium chinense Miller クコ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 庄田千恵
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川原 2000.9.30 武井尚 武井尚 上田香織
ナス科 Solanum tuberosum L. ジャガイモ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 2000．5.24 武井尚 武井尚 仲尾剛
ナス科 Solanum pseudo-capsicum L.. タマサンゴ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10. 武井尚 武井尚 品川紀子
ナス科 Solanum nigrum L.. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 品川紀子
ナス科 Lycium rhombifolium クコ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．３０ 武井　尚 武井　尚
ナス科 Solunum americanum MILL アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ナス科 Solaum carolinense L ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区夜光3丁目 1996.7.6 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ナス科 Solanum americanum MILL アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ナスビ solanum carolinenseL ワルナスビ 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 1996.10.16 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ナス科 S nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区伊勢町（公園内） 1996.11.10
ナス科 S nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.9.28
ナス科 S nigrum イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 1996.9.11



ナス科 Lycium chinense miller クコ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.4.13
ナス科 Solanum lyratum thunh ヒヨドリジョウゴ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5
ナス科 Solanum carolinense L. ワルナスビ 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 神村佑
ナス科 Solanum americanum MILL. アメリカイヌホオズキ 神奈川県川崎市扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 神村佑
ナス科 Solanum nigrum L. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区扇町　 1996 7 28 武井尚 宋玉
ナス科 Solonum nigrum L.. イヌホオズキ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ナス科 Lycinum chinese クコ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996.8.22 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ナス科 Solanum americanum MILL アメリカイヌホホズキ 神奈川県川崎市川崎区小川町 1996.9.4 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナス科 Solanum americanum MILL アメリカイヌホホズキ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナズ科 Lycinum chinense MILL 　クマ 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 1996 11 10 武井尚 宋玉
ナデシコ stellaria media Villars ミドリハコベ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ナデシコ stellaria Fenzlii エゾフスマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
ナデシコ stellaria Fenzlii エゾフスマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ナデシコ stellaria Fenzlii エゾフスマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ナデシコ Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区域田３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 寺田大和
ナデシコ Cerastium viscosum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．４．１３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ナデシコ Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナデシコ Malachium aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナデシコ Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナデシコ Malachium aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.4.13. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ナデシコ Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 96.4.13 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ナデシコ Sagina japonica ﾂﾒｸｻ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996,4,19 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ナデシコ Ｓｔｅｌｌａｒｉａ　ｍｅｄｉａ コハコベ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ナデシコ Sagina japonica(Sw.)Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei
ナデシコ Cerastium fontanum Baumg ミミナグサ 長野県下伊那郡天竜村中井侍 1961.4.30 H. Takei
ナデシコ Malachium  aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ナデシコ Ｓｔｅｌｌａｒｉａ　ｎｅｇｌｅｃｔａ ミドリハコベ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井　尚 濱野寛隆
ナデシコ Ｓｔｅｌｌａｒｉａ　ｍｅｄｉａ コハコベ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ナデシコ Cerastium glomeratum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目 2000.4.25 武井尚 武井尚 金子尚晃
ナデシコ Polygonum arenastrum ハイミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 金子尚晃
ナデシコ Sagina japonica ohwi ツメクサ 神奈川県川崎区小田町５丁目 19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
ナデシコ Stellaria aquatica scop ウシハコベ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990406 武井尚 武井尚 小林　源地
ﾅﾃﾞｼｺ SaginajaponicaOhwi ﾂﾒｸｻ 神奈川県川崎市官前区野川 1994.4.20 武井尚 武井尚 清遠貴文
ﾅﾃﾞｼｺ StellariamediaCry ｳｼﾊｺﾍﾞ 神奈川県川崎市官前区犬蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 清遠貴文
ナデシコ Myosoten aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町（多摩川原）1997.6.2 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Stellaria media (L.) Villars S. media var. minor Makinoコハコベ（ハコベ） 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
ナデシコ科 Malachium aquaticum (L.) Fries Stellaria aquatica (L.) Scop. Myosoton aquaticum (L.) Moenchウシハコベ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998．6.12 武井尚 武井尚 西村俊
ナデシコ科 Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ナデシコ科 Stellaria media コハコベ 神奈川県川崎市川崎区田町 1996.5.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ナデシコ科 Stellaria neglecta weihe ミドリハコベ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 1996.5.14 武井尚 H.Takei 木本敬行
ナデシコ科 Stellaria wedia Villars コハコベ 神奈川県川崎市夜光１丁目 1996.11.6 武井尚 H.Takei 木本敬行
ナデシコ科 Cerastium fontanum Baumg ミミナグサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1979.5．6 武井尚 大場達之 木本敬行
ナデシコ科 Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 H.Takei 木本敬行



ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L.var.tenuior Mert. ノミノツヅリ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 H.Takei 木本敬行
ナデシコ科 Stellaria media(L..)Villars S.media コハコベ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ナデシコ科 cerastium glomeratum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 武井尚 坂本慎司
ナデシコ科 Malachium aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市麻生区多摩美２丁目 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Stellaria neglecta ミドリハコベ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Cerastium glomeratum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 大場
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia ノミノツヅリ 神奈川県川崎市川崎区江川1 1996/4/5 武井尚 武井尚 千葉隆広
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L . ナデシコ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市宮前区大蔵2丁目 1999.04.15 武井尚 武井尚 兵働隆志
ナデシコ科 Stellaria Alsine Grimm ノミノフスマ 神奈川県川崎市川崎区宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 北條翔子
ナデシコ科 cerastium fontanum BAUMG ミミナグサ 東京都町田市山崎町 1992.4.7 武井尚 武井尚 北條翔子
ナデシコ科 Dianthus superbus カワラナデシコ 神奈川県厚木市岡津古久町宮ノ前 1984.7.23 武井尚 大場達之 宮沢直邦
ナデシコ科 Melandryum firmum フシグロ 長野県南佐久郡北相木村白岩 1973.8.7 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
ナデシコ科 pubescens (Makino)Ohwi ケフシグロ 長野県南佐久郡北相木村白岩 1973.8.3 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
ナデシコ科 Lychnis gracillima センジュガンピ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1973.8.7 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ナデシコ科 Lychnis gracillima センジュガンピ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1973.8.7 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
ナデシコ科 Stellaria Alsine ノミノフスマ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町 1985.3.29 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ナデシコ科 Stellaria Alsine ノミノフスマ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園 1985.4.17 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ナデシコ科 Caryophyllaceae ArenatriA seapyllifolia L. ノシノツツジ 山梨県南都留郡山中湖村山中湖畔 1954.6.19 武井尚 檜山康三 山口善子
ナデシコ科 Caryophyllaceae Silene gallica L. var.gallia シロバナマンテマ 愛媛県松山市松山城 1976.8.5 武井尚 奥山春季 山口善子
ナデシコ科 Cerastium fontanum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区江川１丁目 1996.4.5 武井尚 武井尚 大久保希
ナデシコ科 ケフシグロ 長野県南伏久郡北相木村寄せ沢 1979.8.12 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナデシコ科 Stellaria alsine var. undulata ノミノフスマ 長野県南伏久郡北相木村久保 1986.5.23 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナデシコ科 Stellaria aquatica ウシハコベ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町多摩川 1996.4.13 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ナデシコ科 Cerastium glomeratum THUILL, オランダミミナグサ 神奈川県川崎市幸区戸手本町４丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ナデシコ科 Stellaria media コハコベ 東京都町田市常番町種入 1992,4,6 武井尚 武井尚
ナデシコ科 cerastium glomeratum オランダミミナグサ 東京都町田市常磐町種入 1992,4,6 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Stellaria diversiflora サワハコベ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,21 水木智草 水木智草
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.)Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ナデシコ科 Stellaria media(L.) コハコベ 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 １９９６，６／１２武井尚 武井尚 香月正樹
ナデシコ科 S.media(L..)VILL.. コハコベ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
ナデシコ科 Sagina Japonica (Sw.)Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ナデシコ科 Sagina japonica(Sw.)ohwi ツタクサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Stellaria media コハコベ 神奈川県川崎市川崎区東町３町目 １９９６．５．１０ 武井尚 武井　尚 早川光也
ナデシコ科 Ｓｐｅｒｇｕｌａｒｉａ　ｂｏｃｃｏｕｉｉ（Ｌ．）ｇｎｉｓｅｌａｃｋ ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区殿町１丁目多摩川東 １９９５．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ナデシコ科 Ｓｔｅｌｌａｒｉａ　ｍｅｄｉａ（Ｌ．）Ｖｉｌｌａｒｓ コハコベ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ナデシコ科 Ａｒｅｎａｒｉａ　ｓｅｒｐｙｌｌｉｆｏｌｉａ　Ｌ．Ｖａｒ．Ｔｅｎｕｉｏｒ　Ｍｅｒｔ．Ｅｔ　Ｋｏｃｈノミノツズリ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ナデシコ科 Cerastium glomeratum Thuill オランダミミナグサ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
ナデシコ科 Silenegallica var.gallica (L..) シロバナマンテマ 神奈川県　川崎市　川崎区　東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 松岡みずき
ナデシコ科 Cerastium viscom L . オランダミミナグサ 神奈川県大和市下鶴間山王原 1984.4.24 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ナデシコ科 Cerastium viscom L . オランダミミナグサ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1985.5.4 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) OHWI ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県厚木市岡津古久町広町 １９８４．４．１７ 武井　尚 武井尚 山本教裕



ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県厚木市戸田町元船場 １９８４．４．１２ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 １９８４．４．１７ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県横浜市戸塚区鍛冶ヶ谷町 １９８５．３．２９ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県厚木市戸田町元船場 １９８４．５．２７ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県川崎市麻生区高石 １９８４．４．２５ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県厚木市上依知町相模川土手 １９８４．５．２３ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 Cerastium viscom L. オランダミミナグサ 神奈川県大和市下和田 １９８３．４．１３ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ナデシコ科 S. media Villars コハコベ 東京都町田市常盤尾根緑道 1992.4.6 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 S.aguatica Scop. ウシハコベ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 S. japonica Ohwi. ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 C.glomeratum Thuill オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 C.glomeratum Thuill オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町　（公園） 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 Silene armeria L. ムシトリナデシコ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ナデシコ科 Arenaria Serpyllifolia L.var.tenuior Mert.et Kochノミノツズリ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 和田綾子
ナデシコ科 Spengulania bocconii (a.) gnisebach ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 重田拓郎
ナデシコ科 Malachium aquaticum ウシハコベ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
ナデシコ科 Sagina japonica ツメクサ 神奈川県川崎市幸区小向 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
ナデシコ科 Sagina japonica maxima A.Gray ハマツメクサ 福井県坂井郡三国町東尋坊 1996.5.16 武井美代 武井尚 大和満美
ナデシコ科 Villars Stellaria media var.minor Makino コハコベ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井尚 武井尚 大和満美
ナデシコ科 C. viscoum オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.5 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L. var. tenuior MERT.et.KOCHノミノツヅリ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.5 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ナデシコ科 S. media (L.) Villars コハコベ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.6 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ナデシコ科 Stellaria diversiflora サワハコベ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,21
ナデシコ科 Ｓａｇｉｎａ　ｊａｐｏｎｉｃａ　（Ｓｗ．）Ｏｈｗｉ ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区京町１丁目 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
ナデシコ科 Stellaria diversiflora サワハコベ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,21
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ナデシコ科 Stellaria　neglecta　alsine ミノフスマ 神奈川県大和市下福田甲四ノ区 1983.7.6 武井尚 大場達之
ナデシコ科 Stellaria　neglecta　alsine ミノフスマ 神奈川県厚木市小野町玉川 1984.4.17 武井尚 H．Takei
ナデシコ科 Stellaria　neglecta　alsine ミノフスマ 神奈川県厚木市上依知町 1984.5.7 武井尚 H．Takei
ナデシコ科 Stellaria　WEHIE　S.media　(L．)　Vill コハコベ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1983．5.3 武井尚 大場達之
ナデシコ科 Dianthus　superbus　L.subsp　longicalycinus　(Maxim)カワラナデシコ 千葉県銚子市犬吠崎 1950.7.30 武井尚 檜山庫三
ナデシコ科 Stellaria　WEHIE　S.media　(L．)　Vill コハコベ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 1985.7.17 武井尚 H．Takei
ナデシコ科 Stellaria　WEHIE　S.media　(L．)　Vill コハコベ 神奈川県大和市草柳桜ヶ丘駅付近 1983.4.25 武井尚 H．Takei
ナデシコ科 Stellaria  Alsine ノミノフスマ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1984.5.3 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Arenaria  serpyllitdia ノミノツヅリ 神奈川県厚木市猿が島町 1984.5.23 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Arenaria  serpyllitdia ノミノツヅリ 神奈川県厚木市戸田町戸沢橋付近 1984.5.27 武井　尚 大場　達之
ナデシコ科 Spergularia bocconii ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.4.8 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Spergularia bocconii ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Spergularia bocconii ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.6.16 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Spergularia bocconii ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.8.18 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Stellaria media Cry コハコベ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 ２０００,４,２５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ナデシコ科 Stellaria media (L..)Villars S.media var.minor Makinoコハコベ 神奈川県幸区北加瀬１丁目 １９９６,６,１２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ナデシコ科 Stellaria neglecta Weihe ミドリハコベ 神奈川県幸区北加瀬１丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚



ナデシコ科 Stellaria aquatica Scop. ウシハコベ 神奈川県川崎市多摩区票谷３丁目 2000.4.28 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L. var. tennior MERT. Et KOCHノミノツツジ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Cerastium fontanum Baumg. ミミナグサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Silene gallica L.. ケナシマンテマ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.5.31 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Cerastium fontanum Baumg. ミミナグサ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
ナデシコ科 Sagina japonica (sw .)Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ナデシコ科 Stellarla ueglecta  Weihe ミドリハコベ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.05 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Pseudostellaria heterophylla (Miq.)Pax ワダソウ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.04.18 武井尚 武井尚
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市幸区古市場２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ナデシコ科 Cerastium glomeratum THUILL ミミナグサ 東京都町田市野津田町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L . Var . Tenuior Mert . Et Kochノミノツツジ 東京都町田市下山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 坂本和慶
ナデシコ科 Stellaria media Villars. コハコベ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Spergularia Marina(L..)Griseb ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.8.18 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナデシコ科 Spergularia Marina(L..)Griseb ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナデシコ科 Spergularia Marina(L..)Griseb ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナデシコ科 Spergularia Marina(L..)Griseb ウシオハナツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.4.8 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナデシコ科 Cerastium Fontanum Baumg ミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚 小林立明
ナデシコ科 Stellaria media コハコベ 神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 1997.5.10 武井 尚 武井 尚
ナデシコ科 arenaria serpyllifolia L.. ノミノツヅリ 神奈川県川崎市川崎区白石町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ナデシコ科 Stellaria neglecta Weihe S. ミドリハコベ 神奈川県川崎市川崎区白石町 １９９６．４．１９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ナデシコ科 Malachium aquaticum ウシハコベ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町八軒 １９８５．１０．７ 武井　尚 武井　尚
ナデシコ科 Stellaria media L コハコベ 神奈川県川崎市麻生区細山6丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ナデシコ科 Cerastium glomeratum THUILL オランダミミナグサ 神奈川県川崎市宮前区神木本町2丁目 1999.5.22 武井尚 武井尚
なでしこ科 Portalaca cleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
なでしこ科 Portalaca cleracea L. スベリヒユ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ナデシコ科 Cerastium glomeratum Thaill オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新町 1996.5.10
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
ナデシコ科 Cerastium glomeratum THUILL. オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
ナデシコ科 Ceratium fontanum Baumg triviale オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 武井尚 宋玉
ナデシコ科 Stellaria neglecta WELHE コハコベ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 武井尚 宋玉
ナデシコ科 Cerastium glomeratum THUILL. オランダミミナグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996 5 3 武井尚 武井尚 宋玉
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) OHWI ツメクサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996．6.2 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ナデシコ科 Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 1997.6.2 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ナデシコ科 S.media (L..) VILL. コハコベ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ナデシコ科 Cerastium caespitosum.Gilib.var.ianthes Hara ミミナグサ 神奈川県厚柿戸田町下戸田 1984.05.27 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ナデシコ科 Cerastium caespitosum.Gilib.var.ianthes Hara ミミナグサ 神奈川県厚柿上依知町相模川土手 1984.09.23 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ナデシコ科 Arenaria serpyllifolia L.var.tenuior MERT.etKOCHノシノツヅリ 神奈川県川崎市多摩区栗谷３丁目 2000.04.25 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
ニガキ Picrasma auassioides ニガキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ニガキ Ailanthus altissima シンジュニワウルシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 96.6.29 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ニガキ Ailanthus altissima シンジュニワウルシ 神奈川県川崎市川崎区東町３丁目 96.5.10 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ニガキ シンジュニワウルシ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚
ﾆｶﾞｷ Picrasma Quassioides Benn ﾆｶﾞｷ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
ニガキ科 Picrasma quassioides ニガキ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 前田理絵



ニガキ科 Ailanthus Altissima Swingle シンジュニワウルシ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ニガキ科 Ａｉｌａｎｔｈｕｓ altissima Ｓｗｉｎｇｌｅ シンギュニクウルシ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.3 武井尚 Ｈ，Ｋａｔｓｕｙａｍａ
ニガキ科 シンジュ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ニガキ科 Picrasma quassioides(D,Don)Benn. ニガキ 神奈川県川崎市高津区上作述緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
ニシキギ euonymus japonicus thunb. Masakia japonicu(thunb.)e.boninensis doidzumiマサキ 東京都町田市常磐町 1992.4.6 武井尚 H-Takei
ニシキギ Euonymus sieboldionus Blume マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ Euonymus sieboldionus Blume マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ Euonyus japanicus マサキ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 寺田大和
ニシキギ Celastarus orbiculatus ツルウメモドキ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ニシキギ Euonymus japonicus マサキ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
にしきぎ Var. strigillosus ｲﾇﾂﾙｳﾒﾓﾄﾞｷ 神奈川県川崎市川崎区浅田３丁目 1996,5,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ニシキギ Ｅｕｏｎｙｍｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ マサキ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.8.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ニシキギ Euonymus sieboldionus Blume マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ニシキギ Euonymus sieboldionus Blume マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ ルルウメモドキ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 武井尚
ニシキギ Euonymus sieboldionus Blume マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ Euonymus  ツルマサキ 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ニシキギ Ｃｅｌａｓｔｒｕｓ　ｏｒｂｉｃｕｌａｔｕｓ ツルウメモドキ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１７ 武井　尚 武井　尚
ニシキギ Ｃｅｌａｓｔｒｕｓ　ｏｒｂｉｃｕｌａｔｕｓ ツルウメモドキ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚
ニシキギ Ｃｅｌａｓｔｒｕｓ　ｏｒｂｉｃｕｌａｔｕｓ ツルウメモドキ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 ９６．６．２９ 武井　尚 武井　尚
ニシギキ ciliato dentatus Hiyama E コマユミ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ニシギキ Celastras orbiculatus ツルウメモドキ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ニシキギ科 Euonymus sieboldianus マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ニシキギ科 Euonymus lutchuensis マサキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ニシキギ科 Celastraceae Celantrus orbicalatus thunb.var.strigillosus(Nakai)Mkinoオニツルウメモドキ 長野県南佐久郡北相木村京ノ岩 1998.8.24 武井尚 H-takei 山口善子
ニシキギ科 Celastraceae Euoymus oxyphylus Miq.E. ツリバナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ニシキギ科 Euonymus Siebddianus Blume E. yedoensis Koehne.E.hians Koenne.Eマユミ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚
ニシキギ科 Euonymus japonicus Thunb. マサキ 神奈川県川崎市幸区古市場　多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ニシキギ科 Euonymus alatus Sieb var. rotundatus Hara コマユミ 東京都町田市図伂町史跡公園 1992.6.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ニシキギ科 Celastrus orbiculatus ツルウメモドキ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
ニシキギ科 Euonymus sieboldianus マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Celastraceae Euoymus oxyphylus Miq.E. ツリバナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Euonymus sieboldianus マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Celastraceae Euoymus oxyphylus Miq.E. ツリバナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Euonymus sieboldianus マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Celastraceae Euoymus oxyphylus Miq.E. ツリバナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Euonymus sieboldianus マユミ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Celastraceae Euoymus oxyphylus Miq.E. ツリバナ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニシキギ科 Celastrus orbiculatusvor strigillous イヌツルウメモドキ 神奈川県川崎市川崎区四春上町 1992.7.22 武井尚 武井尚
ニシキギ科 Celastrus orbiculatus Thunb. C. articulatus. Thunb.ツルウメモドキ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999,6,17 武井尚 武井尚
ニシキギ科 Celastrus orbiculatus Thunb. ツルウメモドキ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００,５,１０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ニシキギ科 Euonymus japonicus Thunb. Masakia japonica (Thunb.)Nakai,E.boninensis koidzumiマサキ 東京都町田市野津田町野津田緑地 １９９２,６,２２ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ニシキギ科 Ciliatodentatus Hiyama E. コマユミ 神奈川県川崎市高津区久東 1999.6.5 武井尚 武井尚 横山昌佳



ニシキギ科 Celastrus orbiculatus Thunb. ツルウメモドキ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ニシキギ科 Euonymus oxyphyllus  Miq  . E . Nipponics  Maxim.ツリバナ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ニシキギ科 Euonymus oxyphyllus  Miq  . E . Nipponics  Maxim.ツリバナ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ニシキギ科 f.ciliato-dentatus (Fr.et Sav.)Hiyama コマユミ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
ニシキギ科 Celastrus orbiculatus ツルウメモドキ 東京都町田市小野路町 1992.4.25 武井尚 武井尚 坂本和慶
ニシキギ科 Celastrus orbiculatus Thunb.C. ツルウメモドキ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 庄田千恵
ニシキギ科 Euonymus alata Sieb. Forma stiata Makino コマユミ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
ニシキギ科 Euonymus oxyplylla Miq ツリバナ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
ニシキギ科 Euonymus radicans Sieb et Zucc ツルマサキ 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ニラキギ科 Euonymus alatus f.ciliato dentatus コマユミ 東京都町田区小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚
ニレ celtis sinensis persoon エノキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.9.5 武井尚 H-Takei
ニレ ulmus davidiana planchon ハルニレ 長野県南佐久郡北相木村木次原長者の森 1994.5.14 武井尚 T.Katsuyama
ニレ celtis jessoensis koidzumi c. bunheana blume エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
ニレ Celtis sinensis Persoon エノキ 神奈川県川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ニレ Aphanante aspera (Thunbergex Murray) Planchonムクノキ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察園 1985.5.16 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ニレ Ulmus parvifolia Jacquin アキニレ 神奈川県大和氏中央７丁目 1989.6.29 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ニレ Celtis sinensis Persoon エノキ 神奈川県大和市福田 1983.4.20 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ニレ Celtis sinensis Persoon エノキ 神奈川県大和市中央林間６丁目 1983.5.3 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ニレ Zelkava serrata (Thunb.) Makino ケヤキ 神奈川県上草柳泉の森 1983.4.25 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ニレ celtis jessoensis koidzumi c. bunheana blume エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ celtis jessoensis koidzumi c. bunheana blume エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ Zelkova serrata ケヤキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 武井尚 H.Takei 横田秀一
ニレ Ａｐｈａｎａｎｔｈｅ　ａｓｐｅｒａ ムクノキ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市高津区諏訪１丁目 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．９．１０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．９．１０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼９丁目公園 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ニレ Aphananthe　aspera ムクノキ 東京都小金井市小金井公園正門東 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
ニレ Ｃｅｌｔｉｓ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ エノキ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ニレ Ｃｅｌｔｉｓ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ エノキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ニレ celtis jessoensis koidzumi c. bunheana blume エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ celtis jessoensis koidzumi c. bunheana blume エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ Aphananathe  aspera ムクノキ 神奈川県川崎市宮前区菅生 1998,9,20 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ﾆﾚ Zelkova serrata ｹﾔｷ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
ニレ Ulmus parvifolia Jacq. アキニレ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 １９９６.6.6 武井尚 武井尚 金子尚晃
ニレ Ulmus parvifolia jaca アキニレ 神奈川県川崎区小田町３丁目 19960606 武井尚 武井尚 小林　源地
ニレ Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目 1997.6.28 武井　尚 武井　尚
ニレ科 Celtis sinesis Person C. japonica Planchon, C. sinensis var. japonic (Planch.) Nakai, C. Willdenowiana Schultesエノキ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
ニレ科 Celtis sinesis Person C. japonica Planchon, C. sinensis var. japonic (Planch.) Nakai, C. Willdenowiana Schultesエノキ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 西村俊
ニレ科 Celtissienensis Persoon エノキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ニレ科 Zelkova serrata ケヤキ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 96.5.30 武井尚 武井尚
ニレ科 Zelkova serrata ケヤキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 98.10.28 武井尚 武井尚



ニレ科 Zelkova serrata ケヤキ 神奈川県川崎市麻生区白鳥 98.9.11 武井尚 武井尚
ニレ科 Celtis jessoensis Keidzumi エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ニレ科 Celtis sinensis persoon 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998,10.10 武井尚 武井尚 土屋　利法
ニレ科 Ulmus parvifolia Jacquiu U.Sieboldii Daeau.U shirasawaha.Daveauアキニレ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1999.6.29 武井尚 武井尚 中谷冴一
ニレ科 Celtis sinensis エノキ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 中谷冴一
ニレ科 Ulmus parvitolia Jacquin アキニレ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通5丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
ニレ科 Celtis sinensis エノキ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 大久保希
ニレ科 Celtis sinennsis エノキ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ニレ科 Celtis sinennsis エノキ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県大和市下草柳 1983,6,6 武井尚 大場達之
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県大和市上和田三貫目 1983,4,30 武井尚 大場達之
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県大和市下鶴間緑野 1983,8,10 武井尚 大場達之
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県大和市下和田 1987,4,30 武井尚 武井尚
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県横浜市戸塚区土卿町天国遊歩道 1985,8,17 武井尚 武井尚
ニレ科 Aphanathe aspera(Thunb.)Planch. ムクノキ 神奈川県大和市深見城が岡 1983,6,22 武井尚 大場達之
ニレ科 Celtis Sinensis persoon エノキ 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 1996.06.12 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ニレ科 Zelkova Serrata (Thunb.)Makino ケヤキ 神奈川県川崎市中原区小杉町 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ニレ科 Aphananthe Aspera (Thunberg ex Murray)Planchonムクノキ 神奈川県川崎市中原区上小田中7丁目 1996.06.28 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ニレ科 Celtis sinensis Persoon C.japonica エノキ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井尚 武井　尚 早川光也
ニレ科 Ａｐｈａｎａｎｔｈｅ　ａｓｐｅｒａ ムクノキ 神奈川県川崎市中原区今井上町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ニレ科 Ｚｅｌｋｏｖａ　ｓｅｒｒａｔａ　（Ｔｈｕｎｂ．）Ｍａｋｉｎｏ ケヤキ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ　Ｐｅｒｓｏｏｎ　Ｃ．Ｊａｐｏｎｉｃａ　Ｐｌａｎｃｈｏｎ，Ｃ．Ｓｉｎｅｎｓｉｓエノキ 神奈川県川崎市川崎区東門前３丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ニレ科 Aphananthe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ニレ科 Aphananthe aspera PLANCH. ムクノキ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 重田拓郎
ニレ科 Celtis Jessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ニレ科 Celtis iessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ jessaensis Ｋｏｉｄｚｕｍｉ エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Celtis jessoensis Keidzumi エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ科 Aohananthe aspera(Thunberg ex Murray)Planchon Prunus aspera Thunb. Ex Murray,Homoioceltis aspera (Thunb)Blumeムクノキ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.6・21 武井尚 武井尚 堤雄太
ニレ科 Celtis Jessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ニレ科 Celtis iessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ jessaensis Ｋｏｉｄｚｕｍｉ エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Celtis jessoensis Keidzumi エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ科 Aphanathe aspera ムクノキ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ニレ科 Celtis Jessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ニレ科 Celtis iessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ jessaensis Ｋｏｉｄｚｕｍｉ エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Zelkova Serrata ケヤキ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通五丁目 1996.6.6 武井尚 大場達之
ニレ科 Celtis Jessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ sinensis Ｐｅｒｓｏｏｎ エノキ 神奈川県川崎市高津区北見方２丁目多摩川原 1998.9.5 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ jessaensis Ｋｏｉｄｚｕｍｉ エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ニレ科 Celtis Jessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ニレ科 Celtis iessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29



ニレ科 Ｃｅｌｔｉｓ jessaensis Ｋｏｉｄｚｕｍｉ エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ニレ科 Celtis jessoensis Keidzumi エゾエノキ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ニレ科 Celtis sinensis Person エノキ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
ニレ科 Celtis sinensis Person エノキ 神奈川県川崎市川崎区江川2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
ニレ科 Aphananthe aspera Planch ムクノキ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９９,６,５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ニレ科 f.suberosa (Turcz.) Nakai V.pumila var. コブニレ 長野県南佐久郡北相木村？せ沢 1979.8.12 武井尚 武井尚
ニレ科 Aphananthe aspera Planchon ムクノキ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ニレ科 Celtis sinensis Persoon C. エノキ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996.5.6 武井　尚 武井　尚
ニレ科 Celtis sinensis Persoon C. エノキ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
ニレ科 Celtis sinensis Persoon C. エノキ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 庄田千恵
ニレ科 Zelkova serrata (Thunb.) ケヤキ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
ニレ科 Celtis sinensis Pers. エノキ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井尚 武井尚 上田香織
ニレ科 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ケヤキ 長野県諏訪郡富現町白岩ヶ岳山麓 1967．8.26 武井尚 奥山春季 仲尾剛
ニレ科 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ケヤキ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
ニレ科 Ulmus parvifolia Jacq アキニレ 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目 1996.6.29 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ニレ科 Uimus parvifolia Jacq. アキニレ 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚
にれ科 Celtis sinensis エノキ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通５丁目 1996.6.6
ニレ科 Celtissinensis persoon C. エノキ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996 5 10 武井尚 宋玉
ニレ科 Celtis sinersis persoon C. エノキ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996 5 10 武井尚 宋玉
ニレ科 Celtis iessoensis エゾエノキ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ヌギ Mahonia Japonica ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ヌギ Mahonia Japonica ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ヌギ Mahonia Japonica ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ヌギ Mahonia Japonica ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ノウゲンカズラ Catalpa ovata G. Don キササゲ 神奈川県川崎市麻生区早野 19990617 武井尚 武井尚 岡部亮
ハイノキ Symplocos coreana Ohwi タンナサワフタギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ハイノキ Symplocos coreana Ohwi タンナサワフタギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ハイノキ Symplocos coreana Ohwi タンナサワフタギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ハイノキ Symplocos paniculata (Thumb.) Miq. クロミノニシゴリ 長野県岡谷市塩尻峠 1982.8.14 林　弥栄
ハイノキ Symplocos coreana Ohwi タンナサワフタギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ハイノキ科 Symplocos chineusis サワフタギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 土屋　利法
ハイノキ科 Symplocos chinensis サワフタギ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
ハイノキ科 Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓ　ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ　（Ｌｏｕｒ．）Ｄｒｕｃｅ サワフタギ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．５．１４ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
ハイノキ科 Symplocaceae  Symplocos  paniculata(Thunb.)Mig.クロミノニシゴリ 長野県岡谷市塩尻峠 1982.8.14 武井　尚 林　弥栄
ハエドクソウ科 Pheyma LeptostachysL. From oblongifolia（Koidz）Ohmiナガバハエドクソウ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1995.9.1 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ハエドクソウ科 Phryma L. oblongiforia ナガバハエドクソウ 神奈川県川崎市麻生区黒川汁井神社 1998.9.11 武井尚 片柳圭
ハエドクソウ科 Phryma L. oblongiforia ナガバハエドクソウ 神奈川県川崎市多摩区菅間場4丁目 1997.7.2 武井尚 片柳圭
ハナヤスリ sxeptridium ternatum(thunb.)lyon フユノハナワラビ 神奈川県川崎市多摩区枡形7丁目生田緑地 1995.11.29 武井尚 T.tatsuyama
ハナヤスリ科 Botrychium Strictum ナガホノナツノハナワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.23
ハナヤスリ科 Botrychium Strictum ナガホノナツノハナワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.23
ハナヤスリ科 Botrychium Strictum ナガホノナツノハナワラビ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.23 片山彰 片山彰
ハナヤスリ科 Ophioglossum vulgatum L. ヒロハハナヤスリ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.6.28 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
バラ rubus parvifolius ナワシロイチゴ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航



バラ rubus parvifolius ナワシロイチゴ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
バラ sorbus sam bucifolia タカネナナカマド 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
バラ Filipendura multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
バラ rubus commersoni Poir vor. バライチゴ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航
バラ Rosa mulfiflora Thunberg R.polyantha Sieb.et  Zucc.,R.intermedia Carr.,R.Wichurae Koch,R.multifloraアズマイバラ、ノイバラ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 三宮喬
バラ kerria japonica(l.)dc. Rubus japonicus l. ヤマブキ 神奈川県川崎市高津区久地多摩川東 1998.10.10 武井尚 H-Takei
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Spiraera Chamaedrifolia アイズシモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Spiraera Chamaedrifolia アイズシモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Potentilla Anemoniforia オヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Var.Copto Phylus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
バラ Spiraera Chamaedrifolia アイズシモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Spiraera Chamaedrifolia アイズシモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Potentilla Anemoniforia オヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
バラ Filipendula purpurea Maxim. キョウガノコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
バラ Spiraea japonica L .fil. シモツケ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
バラ キジムシロ 山梨県小菅村三頭山
バラ ミヤマモミジイチゴ 山梨県小菅村三頭山
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus nirsatus クサイチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Potentilla Matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ　Ｍａｔｓｕｍｕｒａｅ ミヤマキンバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Potentills Matsumurge ミヤマキンバイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 東京都　　三頭山 2002.7.7



バラ Ｒｈbus　croceacanthus オオバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
バラ Potentilla Freyniana ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus ﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Stephanandra incisa ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides ｷｼﾞﾑｼﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides キジムジロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ Stephanandra incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Rnbus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Filipendula purpurea Maxim. キョウガノコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ Spiraea japonica L .fil. シモツケ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ filipendura multjuge 小菅村
バラ fragaria nipponica makino 小菅村
バラ sorbus sam bucifolia タカネナナカマド 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ Filipendura multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ rubus commersoni Poir vor. バライチゴ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ キジムシロ 山梨県小菅村三頭山
バラ ミヤマモミジイチゴ 山梨県小菅村三頭山
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus nirsatus クサイチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Potentilla Matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ　Ｍａｔｓｕｍｕｒａｅ ミヤマキンバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Potentills Matsumurge ミヤマキンバイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 東京都　　三頭山 2002.7.7
バラ Ｒｈbus　croceacanthus オオバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
バラ Potentilla Freyniana ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus ﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Stephanandra incisa ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides ｷｼﾞﾑｼﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7



バラ Potentilla fragarioides キジムジロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ Stephanandra incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Rnbus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Filipendula purpurea Maxim. キョウガノコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ Spiraea japonica L .fil. シモツケ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ filipendura multjuge 小菅村
バラ fragaria nipponica makino 小菅村
バラ sorbus sam bucifolia タカネナナカマド 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ Filipendura multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ rubus commersoni Poir vor. バライチゴ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ Prunus grayana ウワミズザクラ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17 武井尚 武井尚 寺田大和
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
バラ Rubus trifidus カジイチゴ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 １９９６．１１．６ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
バラ Ducheshea indica ヘビイチゴ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．４．１３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
バラ Rubus parvifolius ﾅﾜｼﾛｲﾁｺﾞ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
バラ Rubus trifidus カジイチゴ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
バラ Potentilla Matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
バラ Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ　Ｍａｔｓｕｍｕｒａｅ ミヤマキンバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
バラ ｖａｒ．Ｃｏｐｔｏｐｈｙｌｌｕｓ（Ａ．Ｇｒａｙ）Ｏ．Ｋｕｎｚｅ モミジイチゴ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ Ｒｕｂｕｓ　ｐａｒｖｉｆｏｌｉｕｓ　Ｌ． ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ ｖａｒ．Ｃｏｐｔｏｐｈｙｌｌｕｓ（Ａ．Ｇｒａｙ）Ｏ．Ｋｕｎｚｅ モミジイチゴ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ Ｓａｎｇｕｉｓｏｒｂａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ　Ｌ． ワレモコウ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
バラ Prunus Grayana ウワミズザクラ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
バラ Potentilla fragarioides キジムジロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
バラ Rubus trifidus ｶｼﾞｲﾁｺﾞ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1999,6,24 武井尚 武井尚 佐藤栄作
バラ Chaenomeles japonica ｸｻﾎﾞｹ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999,6,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
バラ Prunus Grayana ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ 神奈川県川崎市麻生区星野 1999,6,17 武井尚 武井尚 佐藤栄作
バラ Kerria japonica ﾔﾏﾌﾞｷ 神奈川県川崎市麻生区星野 1999,6,17 武井尚 武井尚 佐藤栄作



バラ Rosa multiflora ﾉｲﾊﾞﾗ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999,4,22 武井尚 武井尚 佐藤栄作
バラ Rubus illecebrosus ﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
バラ Stephanandra incisa ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
バラ Potentilla fragarioides ｷｼﾞﾑｼﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
バラ テリハノイバラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９．６．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９．６．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
バラ Rosa Wichuraiana テリハノイバラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 武井　尚 高塚　賢

バラ Rubus hirsutus クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ Rubus hirsutus クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９．６．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ Rubus hirsutus クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９．６．５ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
バラ Potentilla Freyniana ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
バラ Prunus　seiori シウリザクラ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場周辺２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
バラ Potentills Matsumurge ミヤマキンバイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
バラ Rubus palmatus var. coptophyllus モミジイチゴ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
バラ Duchesnea chrysantha ヘビイチゴ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
バラ Ｒｈbus　croceacanthus オオバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
バラ Kerria japonica(L..)DC.Rubus japonicis L. ヤマブキ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 1996.5.30 武井尚 H.Takei
バラ Stephanandra incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
バラ Rnbus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
バラ キジムシロ 山梨県小菅村三頭山
バラ ミヤマモミジイチゴ 山梨県小菅村三頭山
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus nirsatus クサイチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Potentilla Matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ　Ｍａｔｓｕｍｕｒａｅ ミヤマキンバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7



バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Potentills Matsumurge ミヤマキンバイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 東京都　　三頭山 2002.7.7
バラ Ｒｈbus　croceacanthus オオバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
バラ Potentilla Freyniana ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus ﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Stephanandra incisa ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides ｷｼﾞﾑｼﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides キジムジロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ Stephanandra incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Rnbus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Filipendula multijuga Maxim. シモツケソウ 長野県諏訪市霧が峰 1952.7.2 檜山庫之
バラ Rubus parvifolius L. ナワシロイチゴ 長野県南佐久郡北相木村京ノ岩 1998.8.24 H. Takei
バラ filipendura multjuge 小菅村 片田元葵 片田元葵
バラ fragaria nipponica makino 小菅村 片田元葵 片田元葵
バラ キジムシロ 山梨県小菅村三頭山
バラ ミヤマモミジイチゴ 山梨県小菅村三頭山
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus nirsatus クサイチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Potentilla Matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
バラ Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ　Ｍａｔｓｕｍｕｒａｅ ミヤマキンバイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
バラ Rubus illecebrosos バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Duchesnea indica ヘビイチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Potentills Matsumurge ミヤマキンバイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 東京都　　三頭山 2002.7.7
バラ Ｒｈbus　croceacanthus オオバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
バラ Potentilla Freyniana ミツバツチグリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
バラ Rubus illecebrosus ﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Stephanandra incisa ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
バラ Potentilla fragarioides ｷｼﾞﾑｼﾛ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7



バラ Potentilla fragarioides キジムジロ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ Stephanandra incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Rnbus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ Filipendula purpurea Maxim. キョウガノコ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ Spiraea japonica L .fil. シモツケ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ﾊﾞﾗ Prunus apetala ﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ 長野県北佐久郡長門町 1991.9.15 武井尚 武井尚
ﾊﾞﾗ Potentilla sprengeliana ｷｼﾞﾑｼﾞﾛ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
ﾊﾞﾗ Rosa multiflora ｱｽﾞﾏｲﾊﾞﾗ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
バラ Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市麻生区早野 ９９．６．１７ 武井　尚 武井　尚
バラ Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市高津区久米 ９９．６．５ 武井　尚 武井　尚
バラ Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ユキヤナギ 神奈川県川崎市麻生区西生田３丁目 ９９．６．２４ 武井　尚 武井　尚
バラ キジムシロ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
バラ ミヤマモミジイチゴ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
バラ Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
バラ Rubus nirsatus クサイチゴ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
バラ Prunus grayana ウワミズザクラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 19990422 武井尚 武井尚 岡部亮
バラ Prunus jamasakura ヤマザクラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 19990422 武井尚 武井尚 岡部亮
バラ Rosa wichuraiana テリハノイバラ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920425 武井尚 武井尚 岡部亮
バラ Rubus parvifolius ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市麻生区細山１丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
バラ Rosa licidae(アズマイバラ) アズマイバラ、ヤマデハノイバラ、オオクジイバラ神奈川県横浜市戸塚区公田町荒井沢 19850715 武井尚 大場達之 岡部亮
バラ Prunus yedoensis Matsum. ソメイヨシノ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 19990507 武井尚 勝山輝男 岡部亮
バラ Prunus verecunda (koidz.) Koehne カスミザクラ 長野県南佐久郡北相木村横屋沢 19870807 武井尚 林弥栄 岡部亮
バラ Fragaria nipponica シロバナノヘビイチゴ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 19630810 武井尚 岡部亮
バラ Pｒｕｎｕｓ ｌａｎｎｅｓｉａｎａ Wｉｌｓ.vａｒ.Ｓｐｅｃｉｏｓａ Mａｋｉｎｏ.オオシマザクラ 神奈川県川崎市鋼管通5丁目 1996.6.6 武井尚 勝山輝男 金子尚晃
バラ Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ 東京都町田市本町田・向 1996.4.17 武井尚 武井尚 金子尚晃
バラ Rubus paravifolius L. ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市高津緑ヶ丘 19990522 武井尚 武井尚 小林　源地

バラ Stepharanda insia zabel コゴメウツギ
東京都町田市小野路町歴史環境保全地区

19920512 武井尚 武井尚 小林　源地
バラ Prunus dorarium Seib var spontanea Makino ヤマザクラ 神奈川県川崎市富前区犬蔵２丁目 19990415 武井尚 武井尚 小林　源地
ﾊﾞﾗ var.hondoensis(NelaietKikuchi)Reder.P.honcloenseNakaietKikuchiｱｵﾅｼ 長野県南佐久郡北相木村水上 1984.7.1 武井尚 林称栄 清遠貴文
バラ Prunus grayana ウワミズザクラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 2000.5.25 武井　尚 武井　尚
バラ Spiraea cantoniensis コデマリ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚
バラ Prunus Grayana Maxim. ウワミズザクラ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.4.30 武井　尚 大場　達之
バラ Potentilla wallichiana Del. オヘビイチゴ 神奈川県厚木市林町金井 1985.6.6 武井　尚 大場　達之
バラ Potentilla L.. キジムシロ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1975.6.15 武井　尚 奥山　春季
バラ Spiraea japonica L.. fil. シモツケ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園 1985.6.4 武井　尚 大場　達之
バラ Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ 神奈川県厚木町戸田町元船場 1985.10.23 武井　尚 大場　達之
バラ Rosa multiflora ノイバラ 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 1997.6.2 武井　尚 武井　尚
バラ科 Eriobotrya japonica ビワ 神奈川県川崎市多摩区菅稲堤１丁目（栽） 2002.12.10 武井　尚 武井　尚
バラ科 Rosa multiqlora Thunb. Q. rosipetala Honda ウスアカイノバラ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
バラ科 Rosa laevigata Michx. ナニワイバラ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 2000．5.10 武井尚 武井尚 西村俊



バラ科 Filipendula multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
バラ科 Geum japonicum ダイコンソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
バラ科 Rubus parvifolius L ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
バラ科 Rubus hirsutus thunberg クサイチゴ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
バラ科 アズマイバラ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
バラ科 Stephanandra コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
バラ科 Sanguisorba officiralis L.. ワレモコウ 神奈川川崎市麻生区３丁目 1998.9.11 武井尚 武井尚
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
バラ科 Rubus parvifolius ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 武井尚 武井尚
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
バラ科 Duchesnea chrysantha ヘビイチゴ 神奈川県川崎市川崎区殿町3 1996/6/2 武井尚 武井尚 千葉隆広
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
バラ科 Robus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツキ　 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
バラ科 Stephanandra incisa zabel コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
バラ科 Sorbus americana var.rufo ferruginea サビハナナカマド 長野県南佐久郡北相木村御座山弥次平 1973.8.7 武井尚 武井尚 土屋　利法
バラ科 Rourthiaea villosa Decaisne カマツカウシコロシ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1975.7.20 武井尚 林弥崇 土屋　利法
バラ科 Rubus parvifolius L. ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 土屋　利法
バラ科 Stephanandra cnclsa コゴメウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
バラ科 Plubus illecebrosus Fooke R. バライチゴ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
バラ科 Smilax chim L . サルトリイバラ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.30 武井尚 武井尚 中谷冴一
バラ科 Duchea indica (ANDR) FOCKE ヘビイチゴ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.5.4 武井尚 武井尚 中谷冴一
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
バラ科 Plubus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
バラ科 Chaenomeles japonica クサボケ 神奈川県川崎市宮前区大蔵2丁目 1999.02.15 武井尚 武井尚 兵働隆志
バラ科 Rubus hirsutus Thunberg クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.06.05 武井尚 武井尚 兵働隆志
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 戸口拓郎 戸口拓郎 兵働隆志
ﾊﾞﾗ科 Pourthiaea villosa Decaisne カマツカケナシウシコロシ 神奈川県川崎市川崎区 1999.5.14 武井尚 武井尚 北條翔子
ﾊﾞﾗ科 prunus Japonica Makino ヤマザクラ 神奈川県川崎市川崎区宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 北條翔子
バラ科 prunus Japonica Makino ヤマザクラ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.5.28 武井尚 武井尚 北條翔子
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
バラ科 Rubus parvifolius ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 前田理絵
バラ科 Pourthiaea villosa カマツカ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1984.5.10 武井尚 高橋秀男 宮沢直邦
バラ科 Rhaphinolepis indica シャリンバイ 神奈川県大和市柳橋１丁目 1989.4.18 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
バラ科 Malus domestica セイヨウリンゴ 長野県岡谷市堀の内 1948.8.16 武井尚 武井尚 宮沢直邦
バラ科 Rubus*manazurensis Hisauti 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬 1948.12.12 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
バラ科 Malus Toringo ズミ 長野県南佐久郡北相木村鷹沢 1986.5.23 武井尚 奥山春季 宮沢直邦
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦



バラ科 Stephanandra　incisa　(Thub．)zonel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．30 村上秀行 村上秀行 村上秀行
バラ科 ａｕｒｉｃｕｌａｔａ　(ｏｈｗａｉ)　ｋｉｔａｍ コシシジシモツケ 長野県北朝曇郡小谷村雨飾山 1959．8．3 武井尚 H．Takei 村上秀行
バラ科 Pourthiaea　villosa　(Thub．)ver．viosa ワタゲカマツカ 栃木県那須郡塩原奥塩原富士山 1964．6.10 武井尚 檜山庫三 村上秀行
バラ科 alnifolia　(seib．Et.zucc) アズキナシ 長野県上水内郡鬼無理村自然園 1969.8.29 武井尚 奥山春季 村上秀行
バラ科 Prunus　salicina　 スモモ 神奈川県大和市深見城ヶ岡 1984.4.24 武井尚 大場達之 村上秀行
バラ科 Spiraea　japonica　L．F シモツケソウ 長野県佐久市荒船山 1961.7.29 武井尚 檜山庫三 村上秀行
バラ科 Rhaphiolepis　indica　(L．) シャリンバイ 新潟県佐渡相川町尖閣湾(栽) 1979.8.28 武井尚 林　弥三 村上秀行
バラ科 Malus　Toringo　(seib) ズミ 茨城県つくば市筑波山 1954.5.26 宮地伸一 檜山庫三 村上秀行
バラ科 Pranus　Jawasakura　Makino ヤマザクラ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 1999.4.15 武井尚 H．Takei 村上秀行
バラ科 Rosaceae Rubus manazurensis トゲナシキイチゴ 神奈川県厚木市戸田町天船場 1985.1023. 武井尚 大場達之 山口善子
バラ科 Rosaceae Prunus tomentosa ユスラウメ 長野県岡谷市堀の内(栽） 1948.8.16 武井尚 H-takei 山口善子
バラ科 Rosaceae Pourthiaea villosa var.Zollingeri(Decne.)Nakaiケカマツカ 長野県佐久市初谷鉱泉付近」 1961.7.28 武井尚 檜山康三 山口善子
バラ科 Rosaceae Malus Toringo(Sieb.) ズミ 群馬県榛名町榛名山 1954.5.30 武井尚 檜山康三 山口善子
バラ科 Rosaceae Spiraea japonica L.F. シモツケソウ 長野県佐久市荒船山 1961.7.29 武井尚 檜山康三 山口善子
バラ科 Rosaceae Pourthiaea villosa (Tunb.) カマツカウシコロシ 神奈川県横浜市小管ヶ谷町JRトンネル付近 1985.7.7 武井尚 大場達之 山口善子
バラ科 Rosaceae Pourthiaea villosa (Tunb.) カマツカウシコロシ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町紅葉橋付近 1985.8.17 武井尚 大場達之 山口善子
バラ科 Rosaceae Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
バラ科 Rosacea Duchesnea indica Focke ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
バラ科 Rubus trifidus Thunb カジイチゴ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.4.13 武井尚 武井尚 大久保希
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
バラ科 Spiraera japonica シモツケ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
バラ科 Potentilla Dickinsii イワキンバイ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
バラ科 Rubus palmatus ナガモミジイチゴバ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
バラ科 Potenyilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.28 武井尚 武井尚 片山彰
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.2 武井尚 武井尚 針谷ゆき
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町路傍 1996.4.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
バラ科 Rubus pseudo-japonikas koidzum.R toriflorus vor.japonikasmakiximヒメゴヨウイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
バラ科 Rubus trifidus Thunb カジイチゴ 東京都町田市常磐町 1992,4,6 武井尚 武井尚
バラ科 Duchesnea indica(Andr.) ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
バラ科 Rubus panifolius L. ナワシロイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
バラ科 Duchesnea indica(Andr.) ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
バラ科 Rubus panifolius L. ナワシロイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎柳沼尚紀
バラ科 Rosa multiflora Thunberg ノイバラ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
バラ科 Duchesnea indica Andr ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29 神村佑 神村佑 大坂碧
バラ科 Rubus hirsutus クサイチゴ 高知県高知市桂浜 １９９９，９／１ 武井尚 武井尚 香月正樹
バラ科 Duchesnea (ANDR). ヘビイチゴ 山梨県小菅村 ２００５，５／２９酒井玲奈 工藤圭太郎香月正樹

バラ科 Rosa Multiflora Thunberg ノイバラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.06.21 武井尚 武井尚 酒井玲奈
バラ科 Prunus Grayana Maxim. ウワミズザクラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.06.21 武井尚 高橋秀男 酒井玲奈
バラ科 Duchesnea Indica (ANDR.)FOCKE ヘビイチゴ 神奈川県川崎市中原区井田 1997.06.21 武井尚 武井尚 酒井玲奈
バラ科 Prunus Jamasakura Sieb.ex koidzumi ヤマザクラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.06.21 武井尚 武井尚 酒井玲奈
バラ科 Prunus Jamasakura Sieb.ex koidzumi ヤマザクラ 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
バラ科 Rosa Multiflora Thunberg ノイバラ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈



バラ科 Ｄｕｃｈｅｓｎｅａ　ｉｎｄｉｃa(Andr.)Focke var.leucocephala Makinof.japonica Midushima Dヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29 チョウロロ チョウロロ
バラ科 Rosa multiflora Thunberg ノイバラ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
バラ科 Rubus trifidus Thumb カジイチゴ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
バラ科 Ｐｙｒａｃａｎｔｈａ　ａｎｇｕｓｔｉｆｏｌｉａ タチバナモドキ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
バラ科 Ｒｏｓａ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 １９９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
バラ科 Ｒｕｂｕｓ　ｐａｒｖｉｆｏｌｉｕｓ　Ｌ． ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市中原区井田３丁目 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
バラ科 Rubus palmatus キイチゴ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
バラ科 Rubus trifidus Thunb. カジイチゴ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 松崎玲奈
バラ科 Prunus Lannesiana オオシマザクラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.4.13 武井尚 高橋秀男 松崎玲奈
バラ科 Prunus incisa マメザクラ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1984.5.3 武井尚 武井尚 松崎玲奈
バラ科 Prunus Jamasakura ヤマザクラ 長野県南佐久郡佐久町茂東山 1965.8.10 武井尚 奥山春季 松崎玲奈
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 長野県佐久市荒船山 1961.7.29 武井尚 檜山庫三 松崎玲奈
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 長野県南佐久郡北想木村栂峠 1965.8.11 武井尚 奥山春季 松崎玲奈
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 長野県南佐久郡北想木村寄世沢 1979.8.12 武井尚 奥山春季 松崎玲奈
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 長野県南佐久郡北想木村ぶどう峠 1987.8.6 武井尚 奥山春季 松崎玲奈
バラ科 Prunus Grayana ウワミズザクラ 神奈川県大和市下鶴間　公所 1987.4.23 武井尚 高橋秀男 松崎玲奈
バラ科 Prunus apetala (Sieb.et Zucc,) チョウジザクラ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 奥山春季 松崎玲奈
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 茨城県つくば市　筑波山 1953.5.27 武井尚 檜山庫三 松崎玲奈
バラ科 Prunus Grayana ウワミズザクラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町山手 1985.7.24 武井尚 大場達三 松崎玲奈
バラ科 Prunus incisa マメザクラ 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1949.5.10 武井尚 檜山庫三 松崎玲奈
バラ科 Prunus Jamasakura ヤマザクラ 神奈川県大和市西鶴間4丁目 1983.6.6 武井尚 林弥栄 松崎玲奈
バラ科 Rubus palmatus thunberg ex Murray キイチゴ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
バラ科 Prunus maximowiczii ミヤマザクラ 長野県南佐久郡北相木村木次原 1965．8.11 武井　尚 奥山春季 三枝俊平
バラ科 Pyracantha angustifalia Schneid. タチバナモドキ 神奈川県川崎市川崎区浅田4丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
バラ科 Rubus palmatus Thunberg ex Murray キイチゴ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
バラ科 Rubus palmatus Thunberg ex Murray キイチゴ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
バラ科 Prunus Maximowiczii ミヤマザクラ 長野県南佐久郡北相木村　御座山 １９７２．７．３０ 武井　尚 奥山春季 山本教裕
バラ科 Prunus salicina スモモ 長野県南佐久郡北相木村　木次原 １９８４．７．３ 武井　尚 林弥栄 山本教裕
バラ科 Prunus nipponia タカネザクラ ミネザクラ長野県菊野市　蓼科山 １９５０．８．１３ 武井　尚 檜山庫三 山本教裕
バラ科 Rubus palmatus Thunberg ex Murry キイチゴ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
バラ科 Potentilla Supina L． オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 和田綾子
バラ科 R.parvifolius L. ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.8.25 武井尚 武井尚 重田拓郎
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
バラ科 Duchesnea indica(Andr.)Focke var.leucocephala Makinoヘビイチゴ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
バラ科 Rosa multiflora Thunberg ノイバラ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
バラ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツユクサ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
バラ科 Ｒｕｂｕｓ　ｍｉｃｒｏ　ｐｈｙｌｌｕｓ　Ｌ．ｆ． ニガイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 ２０００．６．１２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
バラ科 Ｐｙｒａｃａｎｔｈａ　ｃｏｃｃｉｎｅａ　（Ｌ．） トキワサンザシ 神奈川県川崎市多摩区菅仙容四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介



バラ科 Rubus hirsutus クサイチゴ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosaceae Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosacea Duchesnea indica Focke ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra Incia コゴメウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Rubus Illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentialla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra  incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
バラ科 Ｓｔｅｐｈａｎａｎｄｒａ ｉｎｃｉｓａ Ｚａｂｅｌ コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｒｕｂｕｓ ｉｌｌｅｃｅｂｒｏｓｕｓ バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ ｃｅｎｔｉｇｒａｎａ ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村
バラ科 Stephanandra　incisa　(Thub．)zonel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．30
バラ科 Stephanandra cnclsa コゴメウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Fooke R. バライチゴ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツキ　 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa zabel コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spriraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rhbus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Robus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Filipendula multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla fragarioides L. var major Maxim キジムシロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rubus nirsutus Thunberg クサイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potenyilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Filipendura multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11



バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Rubus pseudo-japonikas koidzum.R toriflorus vor.japonikasmakiximヒメゴヨウイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.20
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.21
バラ科 Rubus crataegi forius Bunge R. クマイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.28
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rosa Luciae Franchet et Rochebrune var. paniculigera (koiddzumi) Momiyamaミヤコイバラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
バラ科 Filipendula multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
バラ科 Geum japonicum ダイコンソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
バラ科 Rubus palmatus Thunberg ex Murray キイチゴ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosaceae Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosacea Duchesnea indica Focke ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra Incia コゴメウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Rubus Illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentialla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra  incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
バラ科 Ｓｔｅｐｈａｎａｎｄｒａ ｉｎｃｉｓａ Ｚａｂｅｌ コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｒｕｂｕｓ ｉｌｌｅｃｅｂｒｏｓｕｓ バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ ｃｅｎｔｉｇｒａｎａ ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村
バラ科 Stephanandra　incisa　(Thub．)zonel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．30
バラ科 Stephanandra cnclsa コゴメウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Fooke R. バライチゴ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツキ　 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa zabel コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spriraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村 2003.6.29



バラ科 Rhbus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Robus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Filipendula multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla fragarioides L. var major Maxim キジムシロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rubus nirsutus Thunberg クサイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potenyilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Filipendura multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Rubus pseudo-japonikas koidzum.R toriflorus vor.japonikasmakiximヒメゴヨウイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.20
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.21
バラ科 Rubus crataegi forius Bunge R. クマイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.28
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rosa Luciae Franchet et Rochebrune var. paniculigera (koiddzumi) Momiyamaミヤコイバラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
バラ科 Filipendula multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
バラ科 Geum japonicum ダイコンソウ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
バラ科 Rubus palmatus Thunberg ex Murray キイチゴ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Duchesna indica ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Prunus Mume ウメ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29
バラ科 Rosa wichuraiana Crep. テリハノイバラ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
バラ科 Rubus palmatus var.coptophyllus モミジイチゴ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
バラ科 Rosa Luciae Franchet et Rochebrune var. paniculigera (koiddzumi) Momiyamaミヤコイバラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosaceae Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosacea Duchesnea indica Focke ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra Incia コゴメウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Rubus Illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentialla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra  incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
バラ科 Ｓｔｅｐｈａｎａｎｄｒａ ｉｎｃｉｓａ Ｚａｂｅｌ コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｒｕｂｕｓ ｉｌｌｅｃｅｂｒｏｓｕｓ バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29



バラ科 Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ ｃｅｎｔｉｇｒａｎａ ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Kerria japonica ヤマブキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
バラ科 Spriraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
バラ科 Rhbus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
バラ科 Stephanandra Incia コゴメウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
バラ科 Rubus Illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
バラ科 Filipendula  multijuga  Maxim シモツケソウ 長野県茅野市池の手 1950.8.14 武井　尚 檜山　庫之
バラ科 Filipendula  multijuga  Maxim シモツケソウ 長野県佐久市初谷鉱泉付近 1961.7.29 武井　尚 檜山　庫之
バラ科 Geum  japonicum  Thunb.G  iyoanum  Koidz ダイコンソウ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1962.7.28 武井　尚 檜山　庫之
バラ科 Mulus  Toring(Sieb)sieb.ex  Vriese ズミ 長野県南佐久郡北相木村栗の沢 1984.7.2 武井　尚 林　弥栄
バラ科 var.ruto-ferruginea(C.K.schneid)Kitamura.S サビハナナカマド 長野県南佐久郡北相木村御座山頂 1971.8.26 武井　尚 不明
バラ科 Stephanandra  incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
バラ科 Chaenomeles  speciosa(Sweet)Nakai ボケ 東京都町田市小山町尾根緑道 1992.4.6 武井　尚 武井　尚
バラ科 Ｓｔｅｐｈａｎａｎｄｒａ ｉｎｃｉｓａ Ｚａｂｅｌ コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
バラ科 Ｒｕｂｕｓ ｉｌｌｅｃｅｂｒｏｓｕｓ バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
バラ科 Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ ｃｅｎｔｉｇｒａｎａ ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.20 片山彰 片山彰
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.21 片山彰 片山彰
バラ科 Rubus crataegi forius Bunge R. クマイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.28 片山彰 片山彰
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Focke R. バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosaceae Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rosacea Duchesnea indica Focke ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra Incia コゴメウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Rubus Illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentialla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra  incisa(Thunb.)Zabel コゴメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
バラ科 Ｓｔｅｐｈａｎａｎｄｒａ ｉｎｃｉｓａ Ｚａｂｅｌ コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｒｕｂｕｓ ｉｌｌｅｃｅｂｒｏｓｕｓ バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Ｐｏｔｅｎｔｉｌｌａ ｃｅｎｔｉｇｒａｎａ ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
バラ科 Stephanandra snclsa コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29



バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村
バラ科 Stephanandra　incisa　(Thub．)zonel コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．30
バラ科 Stephanandra cnclsa コゴメウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Plubus illecebrosus Fooke R. バライチゴ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Spiraea betulifolia マルバシモツキ　 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa zabel コゴメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Spriraea betulifolia マルバシモツケ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Rhbus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Robus illecebrosus バライチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
バラ科 Filipendula multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla fragarioides L. var major Maxim キジムシロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Rubus nirsutus Thunberg クサイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potentilla dickinsii イワキンバイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Potenyilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
バラ科 Spiraea japonica シモツケ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Filipendura multijuga シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Potentilla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
バラ科 Filipendula multijuga Maxim シモツケソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
バラ科 Potentilla fragarioides L. var major Maxim キジムシロ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 長野県下伊那郡天竜林中井侍 1961.04.30 武井尚 種山庫之 王　ウンショウ
バラ科 Rosaluciae Franchet.et Rochebrune R.Lvciae var.アズマイバラ 神奈川県横浜市戸塚上倉田町 1985.06.04 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
バラ科 Pofentilla crypfofaenise Maxim ミツモトソウ 長野県諏訪郡下諏訪町萩倉 1948.08.17 中村俊夫 奥山春季 王　ウンショウ
バラ科 Rubus palmatus Thunb. forma coptophyllus Makinoモミジイチゴ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
バラ科 Prunus donarium Sieb. var. spontanea Makino subvar. speciosa Makino オオシマザクラ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 勝山輝男
バラ科 Rubus microphyllus L.. fil. ニガイチゴ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
バラ科 Rubus microphyllus L.. fil. ニガイチゴ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚
バラ科 Malus Sieboldii Rehd. ズミ 長野県諏訪郡富士見町 1967.8.26 武井尚 奥山春季
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 神奈川県厚木市戸田町元船場 1984.6.15 武井尚 大場達之
バラ科 Rosa Luciae Franchet et Rochebrune R. Lvciae var. Oligantha. Et Sav.,アズマイバラ　ｵｵﾌｼﾞｲﾊﾞﾗ　ﾔﾏﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ東京都町田市岡師町史跡公園 1992,6,22 武井尚 武井尚
バラ科 Potentilla fragarioides L. var. major MAXIM. キジムシロ 東京都町田市小山町 1992,4,6 武井尚 武井尚
バラ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim. ミツモトソウ 長野県岡谷市鉢伏山麓 1942,8,10 武井尚 奥山春季
バラ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim. ミツモトソウ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳麓 1967,8,26 武井尚 奥山春季
バラ科 Prunus donarium Sieb. Var. spontanea Makinoヤマザクラ 東京都町田市小山町 1992,4,6 武井尚 武井尚
バラ科 Rubus Commersoni Pair. Var. illecebrosus Makinoバライチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿部田裕介阿部田裕介
バラ科 Rubus palmatus Thunb. Forma  coptophyllus Makinoモミジイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 上田香織 上田香織
バラ科 Rubus phoenicolasius Maxim. エビガライチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔



バラ科 Rubus crataegifolius Bunge クマイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔
バラ科 Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ 東京都町田市常盤町尾根緑道 １９９２,４,６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
バラ科 Chaenomeles japonica (Thunb.) クサボケ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 １９９２,４,２５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
バラ科 Potentilla freyniana BORNM ミツバツチグリ 東京都町田市小山町 １９９２,４,６ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
バラ科 Rubus parvifolius L.. ナワシロイチゴ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９９,６,５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
バラ科 Malus Sieboldii Rehd. ズミ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 １９６３,８,１０ 武井尚 檜山庫三 伊藤雅紀
バラ科 Potentilla crypto taenise Maxim. ミツモトソウ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 １９６３,８,１０ 武井尚 檜山庫三 伊藤雅紀
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 神奈川県厚木市上依知相模川原 １９８４,５,７ 武井尚 大場達之 伊藤雅紀
バラ科 Chaenomeles japonica Thunb クサボケ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚
バラ科 Prunus Grayana Maxim. ウワミズザクラ 東京都町田市図子町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚
バラ科 Rubius palmatus Thunb. Forma coptophyllus モミジイチゴ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.3.30 武井尚 武井尚
バラ科 Prunus Jamasakura Sieb. Ex Koidsumi ヤマザクラ 神奈川県川崎市川崎区夜光３丁目 1996.7.6 武井尚 高橋秀男
バラ科 Potentilla kleiniana WIGHT et ARNOTT subsp. Anemonefolia (LEHM.) MURATAオヘビイチゴ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 H.Takei
バラ科 Rosa luciae Franch. et Rochebr. アズマイバラ 神奈川県厚木市飯山町元林 1985.6.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
バラ科 Rosa luciae Franch. et Rochebr. アズマイバラ 神奈川県厚木市飯山町元林 1985.6.6 武井　尚 大場　達之河津めぐみ
バラ科 Rubus palmatus Thunberg モミジイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
バラ科 Duchsnea indica Foche ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
バラ科 Rubus crataegifolius Bunge クマイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実
バラ科 Prunus Sargentii Rehder オオヤマザクラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川東1996.4.13 武井　尚 武井　尚
バラ科 Duchesnea chrysantha Miquel ヘビイチゴ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
バラ科 Geum japonicm  Thunb.G.iyoanum koidz ダイコンソウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 松村佳 松村佳
バラ科 Duchesnea indica 　Fcke var.leucocephala  Makinoヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
バラ科 Duchesnea indica 　Fcke var.leucocephala  Makinoヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
バラ科 chaenomeles japonica (Thunb.)Lindley クサボケ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
バラ科 Sanguisorba officinalis  L . ワレモコウ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.04.22 武井尚 H.Takei
バラ科 Stephanandra incisa  (Thunb.)Zabel コゴメウツギ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.04.18 武井尚 武井尚
バラ科 Kerria japonica (L.) DC. ヤマブキ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
バラ科 Duchesned indica (Andr.) Focke ヘビイチゴ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目森林公園1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
バラ科 Fyracantha angustifolia (Franchet)Schneider タチバナモドキ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
バラ科 Pranus Lannesiana (Carr) Wilson オオシマザクラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩川原1996.4.13 武井　尚 高橋秀男 小林立明
バラ科 Pranus Jamasakura sieb.ex Koidzumi ヤマザクラ 神奈川県川崎市麻布区黒川 1996.5.10 武井　尚 武井　尚 小林立明
バラ科 Duchesnea indica(Andr)Focke ヘビイチゴ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1999.4.22 武井　尚 武井　尚 小林立明
バラ科 Rosa wichuraiana テリハノイバラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
バラ科 Sanguisorba L. アズマイバラ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 松村　佳
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
バラ科 Prunus apetala French .et Sav チョウジザクラ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.25 武井尚 武井尚 上田香織
バラ科 Rubus hisutus Thunberg R. Thunbergii Sieb. et Zucc クサイチゴ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚 上田香織
バラ科 Duchesnea indica (Ander.)Focke var Makino ヤブヘビイチゴ 東京都小野町路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚 上田香織
バラ科 (NOT FOUND) アズマイバラ 神奈川県厚木市温水町 1985.7.17 武井尚 大場達之 上田香織
バラ科 Potentilla Freyniana Bornm ミツバツチグリ 神奈川県厚木市岡津古久町森の下 1984.5.15 武井尚 大場達之 上田香織
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 神奈川県大和市下和田上ノ原 1983.4.3 武井尚 大場達之 上田香織



バラ科 Srephanandra incisa Zabel コゴメウツギ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 上田香織
バラ科 Prunus donarium Sieb. Var. spontanea Makino subvar. speciosa Makinoオオシマザクラ 東京都大島元町 1989.4.4 武井　尚 武井　尚 深田　優
バラ科 Prunus donarium Sieb. Var. spontanea Makino ヤマザクラ1型 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 1985.4.29 武井　尚 林　弥栄 深田　優
バラ科 Prunus donarium Sieb. Var. spontanea Makino ヤマザクラ 神奈川県厚木市上依知町相提川土手 1984.5.7 武井　尚 大場　達三深田　優
バラ科 Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ 神奈川県大和市西鶴間5丁目 1984.6.11 武井　尚 高橋　秀男深田　優
バラ科 Duchesnea chrysantha Miquel ヘビイチゴ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1984.5.3 武井　尚 大場　達三深田　優
バラ科 Rubus pseudo-Acer Makino ミヤマモミジイチゴ 長野県木曽郡南木曽町国有林 1968.8.3 武井　尚 奥山　泰季深田　優
バラ科 Chaenomeles japonica Lindl. クサボケ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 深田　優
バラ科 Rhaphiolepis umbellata var. Mertensii Makino シャリンバイ 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
バラ科 Kerria japonica DC. ヤマブキ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.8.17 武井　尚 大場　達三深田　優
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町瀬上市民の森 1985.3.29 武井　尚 大場　達三深田　優
バラ科 Sanguisorba officinalis L. ワレモコウ 神奈川県厚木市岡津古久町堀合 1984.9.4 武井 尚 武井 尚
バラ科 Potentilla Freyniana Bornm ミツバツチグリ 神奈川県大和市深見町城々岡 1984.4.24 武井 尚 大場達之
バラ科 Potentilla Freyniana Bornm ミツバツチグリ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1984.5.10 武井 尚 大場達之
バラ科 Rosa multiflora Thunb ノイバラ 神奈川県厚木市岡田町相模川東 1984.11.22 武井 尚 大場達之
バラ科 Prunus donarium Sieb.var.spontanea Makino ヤマザクラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町自然観察の森 1985.4.2 武井 尚 大場達之
バラ科 Spiraea Thunbergii Sieb ユキヤナギ 神奈川県大和市福田若宮 1980.9.18 武井 尚 武井 尚
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 長野県南佐久郡北相木材よしんた崎 1985.5.22 武井 尚 武井 尚
バラ科 Duchesnea indica Focke ヤブヘビイチゴ 神奈川県大和市下鶴間公所 1984.4.27 武井 尚 武井 尚
バラ科 Stephanandra　incisa コゴメウツギ 神奈川県川崎市多摩区西生田2丁目 1996.5.14 武井 尚 武井 尚
バラ科 Stephanandra　incisa コゴメウツギ 神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 1996.5.15 武井 尚 武井 尚
バラ科 Prunus grayana ウワミズザクラ 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 1995.5.30 武井 尚 武井 尚

バラ科 Rosa luciae French. et Rochebr アズマイバラ　 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 仲尾剛
バラ科 Rosa luciae French. et Rochebr アズマイバラ　 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1996.6.20 武井尚 武井尚 仲尾剛
バラ科 Ajuga decumbens Thunb. キランソウ、ジゴクノカマノフタ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2005.5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
バラ科 Prunus Grayana Maxim. ウワミズザクラ 長野県南佐久郡北相木材向平 1995．4.29 武井尚 林弥栄 仲尾剛
バラ科 Prunus Leveilleana Koehne カスミザクラ 長野県南佐久郡北相木材、山口 1984．7.2 武井尚 林弥栄 仲尾剛
バラ科 Stephanandra incisa (Thumb.) Zabel コゴメウツギ 長野県諏訪市識諏訪神社上社々 1984．4.30 武井尚 林弥栄 仲尾剛
バラ科 Prunus donarium Sieb. サトザクラ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984．4.30 武井尚 林弥栄 仲尾剛
バラ科 Rubus palmatus var.coptophyllus(A.Gray)o.kunzeモミジイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 八巻　夏美八巻　夏美
バラ科 Prunus tomentosa Thunberg ユスラウメ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 八巻　夏美八巻　夏美
バラ科 Prunus Jamasakura sieb.ex Koidzumi ヤマザクラ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 河津　めぐみ河津　めぐみ
バラ科 Rubus microphyllus L..F.R.incisus Thunb ニガイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 小野寺　一真小野寺　一真
バラ科 Duchesnea(Andr)Focke var.leucocephala Mak.forma japonica Midushima.ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 山城　裕貴山城　裕貴
バラ科 Spiraea japonica L.fil シモツケ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 １９８５．６．４ 武井　尚 大場　達之
バラ科 Rubus crataegifolius Bunge クマイチゴ 長野県南佐久群北相木林御座山 １９６２．７．２８ 武井　尚 檜山　庫之
バラ科 Prunus donarium Sieb ver spontanea Makino ヤマザクラ 神奈川県大和市西鶴間三丁目 １９８５．４．１９ 武井　尚 大場　達之
バラ科 Potentilla Wallichiana Del オヘビイチゴ 神奈川県厚木市岡津古久町官ノ下 １９８４．５．１８ 武井　尚 武井　尚
バラ科 Prunus grayan ウワミズザクラ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９５．５．１４ 武井　尚 武井　尚
バラ科 Pourthiaea カマツカ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 ２０００．５．２５ 武井　尚 武井　尚
バラ科 Prunus Maximowiczil Rupr. ヤマザクラ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井　尚 勝山　輝男
バラ科 Var.yezoense(Hara)Kitam.F.yezonse.Hara クサイチゴ 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
バラ科 Chaenomeles japonica クサボケ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐



バラ科 Rosa multiflora Thunberug R. ノイバラ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚
バラ科 Rosa multiflora Thunberug R. ノイバラ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
バラ科 Rubus microphyllus L. ニガイチゴ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚
バラ科 Stephanandra incisa (Thunb.)Zabel コゴメウツギ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
バラ科 Duchesnea indica(ANDR.)FOCKE var. major MAKヤブヘビイチゴ 神奈川県川崎市宮前区神木本２丁目森林公園 1999.5.22 武井尚 武井尚
ばら科 Stephanadra incisa コゴメウズキ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ばら科 Stephanadra incisa コゴメウズキ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ばら科 Stephanadra incisa コゴメウズキ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ばら科 Stephanadra incisa コゴメウズキ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ばら科 Stephanadra incisa コゴメウズキ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ばら科 Rosa　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ ノイバラ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ばら科 Rrunus　Ｂuergeriana イヌザクラ 神奈川県川崎市 1998年9月5日 武井尚 武井尚 三輪誠
ばら科 Prumus　jamasakura ヤマザクラ 神奈川県川崎市 1998年9月5日 武井尚 武井尚 三輪誠
バラ科　 Prunus Persica Batsch モモ 神奈川県川崎市川崎区大師河1丁目多摩川東 1996.4.13 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
バラ科　 Pyracantha coccinea(L.)Roem カザンデマリ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
バラ科　 Duchesnea indica (Andr.) Focke major Makinoヤブヘビイチゴ 神奈川県川崎市多摩地区西生田1丁目 2000.6.8 武井尚 武井尚 仲尾剛
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市扇町三井埠頭 1996.5.3 武井尚 武井尚 神村佑
バラ科 Potentilla supina L. オキジムシロ 神奈川県川崎市扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 神村佑
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 工藤圭太朗神村佑
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.05.29 酒井玲奈 工藤圭太朗酒井玲奈
バラ科 Rubus hirutus Thunberg  R. クサイチグ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997 6 14 武井尚 武井尚 宋玉
バラ科 Rosa Wichuraiana Crepin テリハノイバラ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996．7.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
バラ科 Prunus Leveilleana Koehne カスミザクラ 長野県南佐久郡北相木村親沢峠 1986．5.23 武井　尚 林　弥栄 矢部達哉
バラ科 Duchesnea indica(Andr.) ヘビイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎渡邊陽介
バラ科 Rubus panifolius L. ナワシロイチゴ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 川勝聡太郎川勝聡太郎渡邊陽介
バラ科 Potentilla Centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 工藤圭太朗後藤謙太
バラ科 Potentilla Centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.5.29
バラ科 Duchesnea indica (ANDR.) ヘビイチゴ 山梨県小菅村 2005.05.29
バラ科 Potentilla Centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
バラ科 Potentilla Centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
バラ科 Prunus cerasoides D Don var. campanulata ヒガンザクラ 沖縄県国頭今帰仁林 1998.2.14 武井尚 武井尚
バラ科 Stephanandra incisa コゴメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
バラ科 Potentialla centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
バラ科 Rubus illecebrosus バライチゴ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
バラ科 Potentilla Centigrana ヒメヘビイチゴ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ハンゲショウ科 Houttuynia cordata THUMB. ドクダミ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子
バンレイシ科 Asinina triboba Duval アケビガキ　ポーポーノキ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
ヒエ Achyranthes Fauriei ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.9.6 武井尚 武井尚 日向野敏
ヒエ Achyranthes Fauriei ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.9.6 武井尚 武井尚 日向野敏
ヒエ Amaranthus lividus L .var.ascendens (Lois) Thellイヌビエ 神奈川県大和市上和田木ノ原 1984.5.21 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ヒエ Achyranthes bidentata var. japonica ヒカゲイノコズチ 神奈川県大和市下鶴間内山 1983.7.19 武井尚 大場達之 宮内健太郎



ヒエ Amaranthus viridis Linn. ホナガイヌビエ 神奈川県大和市上和田新町 1984.8.30 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ヒエ科 Amaranthus viridis L. A. gracilis Desf. ホナガイヌビエ（アオビエ） 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996．11.6 武井尚 武井尚 西村俊
ヒエ科 Amaranthus viridis L. A. gracilis Desf. ホナガイヌビエ（アオビエ） 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
ヒエ科 Achyranthes fauriei ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ヒエ科 Taraxacum officinale WEBER ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ヒエ科 Achyranthes Fauriei Lev.et.Van. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区池上町 １９９６，１０／５武井尚 武井尚 香月正樹
ヒエ科 Amaranthus hybridus L.. ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚
ヒカゲノカズラ科 Lycopodium clavatum L..var.nipponium ヒカゲノカズラ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 武井尚 土屋　利法
ヒカゲノカズラ科 Ｔｈｕｊｏｐｓｉｓ dolabrata アスヒカズラ 長野県茅野市立科渋温泉付近 1960.8.1 武井尚 伊藤洋
ヒカゲノカズラ科 Ｔｈｕｊｏｐｓｉｓ dolabrata アスヒカズラ 長野県茅野市立科渋温泉付近 1960.8.1 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ヒガンバナ Lycoris Radiata Harb ヒガンバナ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.9.12 武井尚 武井尚 日向野敏
ヒガンバナ Lycoris Radiata Harb ヒガンバナ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.9.12 武井尚 武井尚 日向野敏
ヒガンバナ科 Lycoris radiata Herb. ヒガンバナ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.9.30 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ヒガンバナ科 Lycoris radiofa Herb ヒガンバナ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.9.19
ヒノキ Cryptomeria japonica スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ひのき Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ヒノキ Cryptomeria japonica スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ひのき Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ヒノキ Cryptomeria japonica スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ひのき Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
ヒノキ サワラ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒノキ Chamaecyparis pisifera サワラ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒノキ Chamaecyparis pisifera(Sieb.et Zucc.)Endlicherサワラ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
ヒノキ Cryptomeria japonica スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ひのき Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ヒノキ Cryptomeria japonica スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ひのき Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ スギ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ヒノキ Chamaecyparis pisifera サワラ 東京都町田市常磐町尾根緑道 19920406 武井尚 武井尚 岡部亮

ヒノキ Chamaecyparis pisifera サワラ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.15 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヒノキ科 Chamascyparis picifera Endl サワラ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 前田理絵
ヒノキ科 Chamaecyparis pisifera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
ヒノキ科 chamaecyparis obtusa ヒノキ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ヒノキ科 Chamaeyparis pisifera サワラ 神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目 1999.6.24 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ヒノキ科 Chamaecyparis pisifera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ヒノキ科 Chamaecyparis pisifera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ヒノキ科 Thuja standishii carr. クロベ　ﾈｽﾞｺ　ｸﾛﾍﾟ 長野県南佐久郡北相木村越ヶ岳 1976,5,31 武井尚 奥山春季
ヒノキ科 Chamaecyparis obtusa Endl. ヒノキ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 阿部田裕介阿部田裕介
ヒノキ科 Cryptomeria japonica D. スギ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 岸　未央 岸　未央 岸　未央
ヒノキ科 Chamaecyparis pisifera サワラ 東京都町田市金井町 2000.6.21 武井尚 武井尚 坂本和慶
ヒノキ科 Chamecyparis obtusa (Sieb. Et Zucc.) Cupressus obtusa K. Kochヒノキ 東京都町田市金井町 2000.6.21 武井尚 武井尚
ひのき科 Chama ecyparis pisfera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ひのき科 Chama ecyparis pisfera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ひのき科 Chama ecyparis pisfera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11



ひのき科 Chama ecyparis pisfera サワラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ヒメシダ Digitaria violascens ヒメシダ 東京都町田市本町田 1998.6.26 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヒメシダ科 Ｌａｓｔｒｅａ japonica Ｃｏｐｅｌ ハリガネワラビ 長野県木曽郡南木曽町賎母山 1968.8.2 武井尚 伊藤洋
ヒユ Amaranthus patulus Bertoloni ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei 三宮喬
ヒユ Achyranthes fauriei LEV.et VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 半谷純也
ヒユ Achyranthes fauriei LEV.et VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区本町一丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 半谷純也
ヒユ Achyranthes Fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10.. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ヒユ Achyranthes Fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10.. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ヒユ Amaranthus lividus イヌビユ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヒユ Amaranthus palmeri オオホナガアオゲイトウ 東京都小平市回田町 ２００２．７．１５ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ヒユ ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒユ Achyranthes Fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒユ Amarantus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市高津区久地 1995.9.1 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ヒユ Ａｃｈｙｒａｎｔｈｅｓ　ｆａｕｒｉｅｉ イノコヅチ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ヒユ Achyranthes fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
ヒユ Achyranthes Fauriei ヒナタイヌコズチ 神奈川県川崎市高津区諏訪一丁目 1998.9.5 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ヒユ Achyranthes Fauriei ヒナタイヌコズチ 神奈川県川崎市高津区久地 1995.9.1 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ヒユ Ａｃｈｙｒａｎｔｈｅｓ ｆａｕｒｉｅｉ ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 1996.7.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ヒユ Ａｍａｒａｎｔｈｕｓ ｖｉｖｉｄｉｓ ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ヒユ Ａｍａｒａｎｔｈｕｓ ｖｉｖｉｄｉｓ ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ヒユ Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ Amaranthus lividus ホナガイヌビユ・アオビユ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ Achycanthes fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ Amaranthus lividus ホナガイヌビユ・アオビユ 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ Achycanthes fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎区大師公園 1996.6.29 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒユ .Amaranthus deflexus L. ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヒユ Achyranthes bidentata var. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヒユ Achyranthes bidentata var. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 金子尚晃
ﾋﾕ AcyrantlesfaurieiLevet.Van ﾋﾅﾀｲﾉｺｽﾞﾅ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 清遠貴文
ヒユ科 Amaranthus deflexus ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区田町 1996.7.17 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ヒユ科 Achyranthes Fauriei Lev ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
ヒユ科 Amaranthus patulas BERTOL.. ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ヒユ科 Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区小田栄1 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広

ヒユ科 Achyranthes fauriei ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3 1996/8/22 武井尚 武井尚 千葉隆広
ヒユ科 Amaranthus deflexus Linn. ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区夜光2 1996/10/27 武井尚 武井尚 千葉隆広
ヒユ科 Achyranthes japonica イノコズチ 長野県諏訪市諏訪神社 1960.7.31 武井尚 檜山庫之 土屋　利法
ヒユ科 Amaranthu lividus L . ヒユ 神奈川県川崎市多摩区仙谷一丁目 1999.9.5 武井尚 武井尚 中谷冴一
ヒユ科 Achynanthes fauriei LEV.et.VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通二丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 中谷冴一
ヒユ科 Achyranthes fauriei LEV. Et VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区浜町4丁目 1996.07.22 武井尚 武井尚 兵働隆志
ヒユ科 Amaranthus lividus イヌビユ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目（公園） 1996.6.29 武井尚 武井尚 大久保希
ヒユ科 Achyranthes japonica ヒカゲイノコズチ 長野県南伏久郡北相木村坂上 1986.9.14 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ヒユ科 Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県厚木市庄田町六船場 1984,9,27 武井尚 大場達之



ヒユ科 Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県大和市福田若宮 1983,9,18 武井尚 大場達之
ヒユ科 Achyranthes Fauriei Levet Van ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ヒユ科 Achyranthes viridis L. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ヒユ科 Achyranthes fauriei LEV. et VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ヒユ科 Achyranthes Fauriei LEV.et VAN. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ヒユ科 Amaranthus Viridis L.. ホナガイヌビエ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ヒユ科 Amaranthus viridis L.、 ホナガイヌビユ アオビユ神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚
ヒユ科 Amaranthus viridis L.、 ホナガイヌビユ アオビユ神奈川県川崎市川崎区東門前3丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚
ヒユ科 Achyranthes Fanriei Lev.et Van ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
ヒユ科 Ａｃｈｙｒａｎｔｈｅｓ　Ｆａｕｒｉｅｉ　Ｌｅｖ．Ｅｔ　Ｖａｎ． ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区貝塚１丁目 １９９６．９．４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ヒユ科 Amaranthus visidis L.. ホナガイヌビエ 東京都町田市本町田 1999．7.19 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ヒユ科 Achyranthes fauriei LEV.et VAN. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ヒユ科 A. viridis L. (E.V.Mog) ホナガイヌビユ　（アオビユ） 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ヒユ科 Achyranthes bidentata Bl. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ヒユ科 Achyranthes fauriei LÉV. et VAN ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ヒユ科 Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
ヒユ科 Achyranthes japonica (Miq.)Nakai イノコヅチ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８,１０,２０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ヒユ科 Pilea mongolia Weddell. アオミズ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 横山昌佳
ヒユ科 Achyranthen Fauriei Lev. ヒナタイノコズチ 神奈川県川崎市高津区久東 1999.9.13 武井尚 武井尚 横山昌佳
ヒユ科 Amaranthus viridis L. ホナガイヌビユ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
ヒユ科 Amaranthus deflexus L. ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ヒユ科 Amaranthus retroflexus . L . ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
ヒユ科 Amaranthus lividus L.A.Blitum L.p.p イヌビユ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 1996.6.29 武井　尚 武井　尚
ヒユ科 Achyranthes Fauriei ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
ヒユ科 Amaranthus viridis L. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町市営埠頭 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳

ヒユ科 Amaranthus viridis L. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 松村　佳
ヒユ科 Amaranthus viridis L. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳
ヒユ科 Amaranthus patulus ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.10.10 武井 尚 武井 尚

ヒユ科 Evlipta prostrata イヌビユ 神奈川県川崎市多摩区西生田2丁目 1998.8.7 武井 尚 武井 尚

ヒユ科 Amaranthus viridis ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区扇町東洋埠頭 1996.7.28 武井 尚 武井 尚
ヒユ科 Amaranthus patulus Bert. Et Fiori ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ヒユ科 Amaranthus viridis L.. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区小田１丁目 １９９６．９．１１ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ヒユ科 Amaranthus viridis L.. ホナガイヌビユ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ヒユ科 Achyranthes fauriei LEV. Et VAN. ヒナタイノコヅチ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 品川紀子
ヒユ科 Amaranthus deflexus L. ハイビユ 神奈川県川崎市川崎区大師公園　 1996.6.29 武井　尚 武井　尚
ヒユ科 Achyranthes japonica イノコズチ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5
ヒユ科 Amaranthus retroflexus . L . ホソアオゲイトウ 神奈川県川崎市川崎区小田栄一丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
ヒルガオ Caliystegia japonica ヒルガオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ヒルガオ Caliystegia japonica ヒルガオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7

ヒルガオ Caristegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．１１．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾



ヒルガオ マルバ　アサガオ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 東京都小平市回田町 ２００２．７．２３ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ヒルガオ コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区下並木 １９９６．１０．１０武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ヒルガオ Pharbitis　congesta アサガオ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
ヒルガオ Calystegia hederacea コヒルガオ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃａ コヒルガオ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃａ コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ヒルガオ Caliystegia japonica ヒルガオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ヒルガオ Caliystegia japonica ヒルガオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ﾋﾙｶﾞｵ Calystegia soldanella ﾋﾙｶﾞｵ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃｅａ　 コヒルガオ 神奈川県川崎市高津区久米 ９９．６．５ 武井　尚 武井　尚
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃｅａ　 コヒルガオ 神奈川県川崎市高津区久米 ９９．６．５ 武井　尚 武井　尚
ヒルガオ Ｐｈａｒｂｉｔｉｓ アサガオ 神奈川県川崎市川崎区下並木 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃｅａ　 コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 ９６．１１．１０ 武井　尚 武井　尚
ヒルガオ Caliystegia japonica ヒルガオ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ ｈｅｄｅｒａｃｅａ コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区小田７丁目 1996.6.6 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ヒルガオ Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ ヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.8.22 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ヒルガオ Calystegia hedeacea コヒルガオ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒルガオ Calystegia hedeacea コヒルガオ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒルガオ Calystegia hedeacea コヒルガオ 神奈川県川崎区四谷下町 1996.7.22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒルガオ Calystegia hedeacea コヒルガオ 神奈川県川崎区港町 1996.8・22 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ヒルガオ Pharbitis nil. アサガオ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．7.22 武井尚 武井尚 西村俊
ヒルガオ科 Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区小田 1996.6.6 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea マルバアサガオ 神奈川県川崎市麻生区白鳥３丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
ヒルガオ科 Ipomoea hedercea アメリカアサガオ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ヒルガオ科 Calystegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区小田栄1 1996/9/11 武井尚 武井尚 千葉隆広
ヒルガオ科 Pharbitis アサガオ 神奈川県川崎市多摩区管仙岩１丁目 1999.9.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ヒルガオ科 Calystegia hederacce Well コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9,11 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ヒルガオ科 Calystegia hederacce Well コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ヒルガオ科 Convolvulus aruensis L., コヒルガオ 神奈川県川崎市幸区さいわい緑道 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ヒルガオ科 Convolvulus aruensis L., コヒルガオ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区富士見町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall コヒルガオ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea(L.)ROTH マルバアサガオ 神奈川県川崎市高津区千年 １９９９，１０／２３武井尚 武井尚 香月正樹
ヒルガオ科 Calystegia hederacea WALL コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ヒルガオ科 Pharbitis nil Chois. アサガオ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1999.9.13 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区京町２丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Galystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区本町１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ｃｏｎｖｏｌｖｕｌｕｓ　ａｒｖｅｎｓｉｓ　Ｌ． コヒルガオ 神奈川県川崎市中原区今井上町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall コヒルガオ 神奈川県　川崎市　宮前区　初山　１丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 松岡みずき



ヒルガオ科 Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃｅａ　Ｗａｌｌ． コヒルガオ 神奈川県川崎市多摩区菅仙容四丁目 ２０００．５．２５ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
ヒルガオ科 Ｃａｌｙｓｔｅｇｉａ　ｈｅｄｅｒａｃｅａ　Ｗａｌｌ． コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目 １９９６．１０．２７武井尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 渡邊陽介
ヒルガオ科 Ｉｐｏｍｏｅａ　ｎｉｌ　Ｒｏｔｈ アサガオ 神奈川県川崎市川崎区白石町 １９９６．９．２８ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall コヒルガオ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea マルバアサガオ 神奈川県川崎市麻生区白鳥3丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
ヒルガオ科 Ipomoea lacunosa マメアサガオ 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 1995.10.1 武井尚 片柳圭
ヒルガオ科 Ｉｐｏｍｏｅａ lacunosa Ｌ． マメアサガオ 神奈川県宮前区水沢１丁目 1998.10.3 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ヒルガオ科 Ｉｐｏｍｏｅａ lacunosa Ｌ． マメアサガオ 神奈川県宮前区水沢１丁目 1998.10.3 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ヒルガオ科 Pharbitis purpurea Voigt マルバアサガオ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ｉpomoea coccinea L.. (E) red morningglory マルバコウ 神奈川県大和市深見一の関 1983.9.30 武井尚 大場達之
ヒルガオ科 Impoea nil Roth (E) Japanese morningglory アサガオ 神奈川県大和市草柳２丁目 1985,9,17 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Impoea coccinea L. (E) red morningglory マルバルコウ 神奈川県厚木市温水町東農大付近 1985,10,25 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea Roth(E) tall morningglory マルバアサガオ 神奈川県大和市上和田 1987.9.24 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ipomoea hederacea Jacq. var. intercedens Ohmiマルバアメリカアサガオ 神奈川県大和市鶴岡2丁目 1987.10.23 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea Roth(E) tall morningglory マルバアサガオ 神奈川県大和市上和田 1987.9.24 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Ipomoea hederacea Jacq. var. intercedens Ohmiマルバアメリカアサガオ 神奈川県大和市鶴岡2丁目 1987.10.23 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Impoea nil Roth (E) Japanese mornigglory アサガオ 神奈川県大和市福田坂下 １９８４,９,１８ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ヒルガオ科 Calystegia japonica Choisy コヒルガオ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９９,６,５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ヒルガオ科 Pharbitis purpurea Voigt マルバアサガオ 神奈川県大和市上和田久田原 1989.10.1 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Cuscuta pentagona ENGELM. アメリカネナシカズラ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.8.22 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 H.Takei　武井尚
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.10.5 武井尚 武井尚 近藤直紀
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
ヒルガオ科 Pharbitis congesta (R.Br) Merr アサガオ 神奈川県川崎市多摩区東生田4丁目 1995.9.1 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall コヒルガオ 神奈川県川崎市多摩区堰1丁目 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ヒルガオ科 Pharbitis Congesta (R.Br.)Hara アサガオ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.10.27 武井　尚 武井　尚 小林立明
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. アサガオ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
ヒルガオ科 Ipomoea nil ROTH アサガオ 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.8.11 武井　尚 武井　尚 松村　佳

ヒルガオ科 Ipomoea lacunosa L..(E)pitted morningglory マメイチゴ 神奈川県大和市中央２丁目 1984.10.2 武井尚 大場達之 上田香織
ヒルガオ科 Ipomoea lacunosa L..(E)pitted morningglory マメアサガオ 神奈川県大和市深見一の関 1983.9.30 武井尚 大場達之 上田香織
ヒルガオ科 Calystegia Soldanella(L.)Roem.et.Schult ハマヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川原 1996.4.5 武井尚 武井尚 上田香織
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1995．10.1 武井尚 武井尚 仲尾剛
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea Roth マルバアサガオ 神奈川県川崎市川崎区桜本１丁目 １９９６．７．２２ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ヒルガオ科 Ipomoea purpurea Roth マルバアサガオ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 １９９６．７．１７ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ヒルガオ科 Ipomoea nil ROTH アサガオ 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 品川紀子
ヒルガオ科 Calystegia hederacea WALL. コヒルガオ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
ヒルガオ科　　 calystegia japonica コヒルガオ 神奈川県川崎市高津区 １９９４．４．３０ 武井尚 武井尚 片田元葵
ヒルガオ科　　 Ipomoeanil アサガオ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 武井尚
ヒルガオ科　　 Ipomoea hederacea アメリカアサガオ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 武井尚 武井尚
ヒルガオ科　　 caly stegia hederacea コヒルガオ 神奈川県川崎市差地区北加瀬二丁目 武井尚 武井尚
ヒルガオ科 Calystegia hederdcea wall コヒルガオ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1999.9.5
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 神村佑



ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町　多摩川原1997.6.2 武井尚 武井尚 神村佑
ヒルガオ科 Convolvulus arvensis L. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．5.26 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ヒルガオ科 Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．11.6 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ヒルガオ科 Ipomoea hederacea (L..) JACQ アメリカアサガオ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996．8.25 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ヒルガオ科 Ipomoeahederacea Jacp.(BENTH)ivyleat.morning gloryアメリカアサガオ 神奈川県大和市大和東２丁目小田急線路 1985.10.15 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
ヒルガオ科 Cuscuta pentagona ENGELM アメリカネナシカズラ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川東 2000.09.30 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
ビワ Eriobotrva japonica ビワ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩河原1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ビワ Eriobotrva japonica ビワ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目多摩河原1996.4.13 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
フウチョウソウ科 Cleoma spinosa セイヨウフウチョウソウ 神奈川県大和市上草柳８丁目 1985.7.12 武井尚 大場達之 宮沢直邦
フウロソウ Geranium carolinianum アメリカフウロ 東京都町田市小野路町歴史環境保全地区 19920425 武井尚 武井尚 小林　源地
フウロソウ科 Geranium carolinianum アメリカフウロ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 武井尚 武井尚
フウロソウ科 Geranium carolinianum アメリカフウロ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 武井尚 武井尚
フウロソウ科 Geranium carolinanum L. アメリカフウロ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 北條翔子
フウロソウ科 Geranium Thunbergii SIEB.et Zucc. ゲンノショウコ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
フウロソウ科 Geranium wilfordi maxim ミツバフウロソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
フウロソウ科 Geranium wilfordi maxim ミツバフウロソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
フウロソウ科 Geranium Thunbergi ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29
フウロソウ科 Geranium Thunbergii ゲンノショウコ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 片柳圭
フウロソウ科 Geranium wilfordi maxim ミツバフウロソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
フウロソウ科 Geranium Thunbergii Sieb. ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠　貴文清遠　貴文岸　未央
フウロソウ科 Geranium Thunbersii  Sieb.et Zucc ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 小林立明 松村佳
フウロソウ科 Granium caroliniam L. アメリカフウロ 不明 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
フウロソウ科 Geranium carolinianum L . アメリカフウロ 神奈川県川崎市川崎区塩浜二丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 坂本和慶
フウロソウ科Geranium carolinianum L.Geranium carolinianumu L. アメリカフウロ 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 神村佑
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.05.29 酒井玲奈 酒井玲奈 酒井玲奈
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 後藤謙太
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29
フウロソウ科 Geranium thunbergii SIEB. Et.Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.05.29
フクロソウ科 Geranium carolinianum L. アメリカフウロ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
フクロソウ科 Geranium thunbergii Sieb ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29 酒井玲奈 酒井玲奈 大坂碧
フクロソウ科 Geranum thumbergii Sieb.ee Zucc. ゲンノショウコ 山梨県小菅村 2005.5.29 チョウロロ チョウロロ
フクロソウ科 Geranium Thunbergii ゲンノショウコ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
フサエダ科 Lygodium japonicum Swarrtz カニクサ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
フサザクラ科 Euptelea polyandra フサザクラ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.7.31 武井尚 檜山庫之 土屋　利法



フサザクラ科 Eupteleaceae Euptelea sieb. Et Zucc フサザクラ 長野県佐久市初谷鉱泉付近」 1961.7.28 武井尚 檜山康三 山口善子
フサザクラ科 Eupteleaceae Euptelea sieb. Et Zucc フサザクラ 神奈川県大和市上草柳扇野 1987.10.23 武井尚 大場達之 山口善子
フサザクラ科 Euptelea polyanda Sieb. et Zucc フサザクラ 長野県南佐久郡北相木材西ノ沢 1982.8.7 武井尚 奥山春季 仲尾剛
フサシダ Lygodium　japonisum カニクサ 神奈川県川崎市高津区上作進 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
フサシダ Lygodium japonicum カニクサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
フサシダ科 Lygodium japonicum(Thunb.)Su. カニクサ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚 坂本慎司
フサシダ科 Lygodium japonicun (Thunb.) Sw. カニクサ 神奈川県川崎市多摩区枡形7丁目 1995.7.13 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
フサシダ科 Lygodium japonicun (Thunb.) Sw. カニクサ 神奈川県川崎市多摩区枡形7丁目 1995.8.9 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ブドウ Cayratia japonica Gogn セブガラシ 神奈川県川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ブドウ Ampelopsis brevipedunculata Trautv ノブドウ 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ブドウ Ampelopsis brevipedunculata Trautv ノブドウ(切れ葉型) 神奈川県川崎区田町3丁目 1996.5.16 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ブドウ citrulloides(Lebas)Rehder キレハノブドウ 神奈川県川崎市中葉区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Vitis ficifolia Bunge エビヅル 神奈川県川崎市中葉区井田 1997.6.21 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Vitis ficifolia Bunge エビヅル 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Ampelopsis brevipedunculata ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Cayratia japonica(THUNB)GAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区東町三丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Amepelopsis brevipedunculata(MAXIM)TRAUTVノブドウ 神奈川県川崎市川崎区東町三丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 半谷純也
ブドウ Vitis ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ブドウ Vitis ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市川崎区日進町 1996.10.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ブドウ Partheno cissus ツタ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 96.6.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
ブドウ Ampelopsis brevipedunculata ﾉﾌﾞﾄﾞｳ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996,10,10 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ブドウ ツタ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 １９９６．７．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ブドウ Parthenocissus tricuspidata ツタ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 １９９６．７．２２ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ブドウ A.brevipedunculata forma citrulloides キレハノブドウ 東京都小金井市貫井北町四丁目 1996.6.12 武井　尚 H.Takei 中村千尋
ブドウ ｃｉｔｒｕｌｌｏｉ　Ｒｅｈｄｅｒ キレハノブドウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ブドウ Ｐａｒｔｈｅｎｎｏ　ｃｉｓｓｕｓｔｒｉｃｕｓｐｉｄａｔａ ウツギ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.9.28 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ブドウ Vitisficifolia Bunge エビヅル 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
ブドウ Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. form. Citrulloidesキレハノブドウ 山形県東田川郡羽黒町羽里山 1981.8.3 奥山春季
ブドウ calystegia japonica ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区台町 武井尚 武井尚
ブドウ calystegia japonica ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区台町 武井尚 武井尚
ブドウ vitis ficifolia bunge エビズル 神奈川県川崎市麻生区細山六丁目 武井尚 武井尚
ブドウ ampolopsis brevipedunculata forma citrulloidesキレハノブドウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目 武井尚 武井尚
ブドウ cayratia japonica ヤブガラシ 神奈川県川崎市四谷下町 武井尚 武井尚
ブドウ Vitis ficfolia  エビヅル 神奈川県川崎市宮前区初山 1998,9,2 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ブドウ Vitis ficfolia  エビヅル 神奈川県川崎区宮前区菅生 1998,9,2 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ブドウ Parthenocissus  tricuspidata ツタ 神奈川県川崎市宮前区水沢 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ﾌﾞﾄﾞｳ Cayratia japonica ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
ブドウ Ｂａｒｂａｒｅａ　ｏｒｔｈｏｃｅｒａｓ ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区下並木 ９６．１０．１０ 武井　尚 武井　尚
ブドウ Ｃａｙｒａｔｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ブドウ Ｃａｙｒａｔｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
ブドウ Vitisthunbergii sieb.et Zucc エビヅル 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ブドウ Parthenocissus tricuspidata planch ツタ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉
ブドウ Vitisthunbergii sieb.et Zucc エビヅル 神奈川県川崎区小島町 1996.11.6 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉



ブドウ Parthenocissus tricuspidata planch ツタ 神奈川県川崎区日進町 1996.10.10 武井　尚 H－Takei 増沢　有葉

ブドウ Cyratia japonica Gagn ヤブガラシ
神奈川県川崎区小田町２丁目

19960911 武井尚 武井尚 小林　源地
ブドウ Barbarea Vulgars R. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区大師河栗１丁目 19960822 武井尚 武井尚 小林　源地
ブドウ Barbarea Vulgars R. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区小島町 19961106 武井尚 武井尚 小林　源地
ﾌﾞﾄﾞｳ AmpelopsisbrevipedunculataTrautv ﾉﾌﾞﾄﾞｳ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1995.9.1 武井尚 武井尚 清遠貴文
ブドウ Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. ヤブカラシ 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
ブドウ科 Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. ヤブガラシ（ビンボウカズラ） 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷１丁目 1996．7.26 武井尚 武井尚 西村俊
ブドウ科 Anpelopsis brevipeduncuiata Trantv.A.heterophyllaノブドウ 神奈川県大和市福田下福田 1987.5.19 武井尚 武井尚 坂本慎司
ブドウ科 vitis ficifolia Bunge V.ficifolia エビヅル 神奈川県厚木市下依知町相模川土手 1984.5.23 武井尚 武井尚 坂本慎司
ブドウ科 vitis ficifolia Bunge V.ficifolia エビヅル 長野県北安曇郡小谷村 1958.8.2 武井尚 檜山庫三 坂本慎司
ブドウ科 vitis ficifolia Bunge V.ficifolia エビヅル 千葉県銚子市くろばい 1951.9.16 武井尚 檜山庫三 坂本慎司
ブドウ科 Cayratia japonica ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区田町3 1996/5/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 土屋　利法
ブドウ科 C.japonica Gagnep ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 土屋　利法
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 1996.06.06 武井尚 武井尚 兵働隆志
ブドウ科 Vitisficifolia B. エビズル 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.9 武井尚 武井尚 大久保希
ブドウ科 Vitis thunbergii エビヅル 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata forma citrulloidesキレハノブドウ 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目 1996.7.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ブドウ科 Impatiens noli-tangere L. キツリフネソウ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ブドウ科 Barbarea vulgaris RIBR. ヤブガラシ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ブドウ科 Vitsflexuosa Thunb.subsp.rufo-tomentosa(Makino)Murata.vケサンカクヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
ブドウ科 Vitis saccharifera Makino. アマヅル 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,12 水木智草 水木智草
ブドウ科 Cayratia japonica (Thunb)Gagn ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ブドウ科 P.tricuspidata Planch ツタ 神奈川県川崎市中原区苅宿 1997.6.14 武井尚 武井尚 大坂碧
ブドウ科 Cayratia japonica Gagn ヤブガラシ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ブドウ科 Parthenocissus triouspidata ツタ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６，５／３ 武井尚 武井尚 香月正樹
ブドウ科 Parthenocissus triouspidata ツタ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６，７／２８武井尚 武井尚 香月正樹
ブドウ科 Cayratia japonica (THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区出来野 １９９６，１１／１０武井尚 武井尚 香月正樹
ブドウ科 Cayratia Japonica (THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 1996.06.20 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata (sieb.st Zucc.)Planch.Ampelopsis tricuspidata Sieb.et Zucc.ツタ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚
ブドウ科 Cayratia japonica (thumb.)Gagn ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10.5 武井尚 武井尚
ブドウ科 Ｃ．Ｊａｐｏｎｉｃａ（Ｔｈｕｎｂ．）Ｇａｇｎｅｐ．Ｃ．Ｍｅｇａｓｐｅｒｍａ　Ｍｉｋｉ．Ｃ．Ｏｒｂｉｔａｌｉｓ　Ｍｉｋｉヤブガラシ 神奈川県川崎市中原区今井上町 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ブドウ科 Cayratia japonica(THUNB.)CAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ブドウ科 Pathenocissus tricuspidata ツタ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata PLANCH. ツタ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996.6.6 武井尚 武井尚 重田拓郎
ブドウ科 Vitsflexuosa Thunb.subsp.rufo-tomentosa(Makino)Murata.vケサンカクヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ブドウ科 Vitis saccharifera Makino. アマヅル 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,12
ブドウ科 Impatiens noli-tangere L.. キリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ブドウ科 Vitsflexuosa Thunb.subsp.rufo-tomentosa(Makino)Murata.vケサンカクヅル 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ブドウ科 Vitis saccharifera Makino. アマヅル 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,12
ブドウ科 Impatiens noli-tangere L.. キリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１



ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.forma citrulloides (Lebas) Rehdキレバノブドウ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ブドウ科 Vitis thunbergii Sieb. Et Zucc エビヅル 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ブドウ科 Impatiens noli-tangere L.. キリフネソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ブドウ科 Vitis ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市麻生区白石町 1996.9.28 武井尚 片柳圭
ブドウ科 Vitis ficifolia エビヅル 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 片柳圭
ブドウ科 form.critrulloides Rehder キレハノブドウ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
ブドウ科 Parthen Ocissus ツタ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 H.takei
ブドウ科 Vitis ficifolia BUNGE エビヅル 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚
ブドウ科 Cayratia japonica (THUNB.) GAGN. ヤブガラシ 東京都町田市相原町中相原 1975.8.25 吉川直美 武井尚
ブドウ科 Pathenocissus tricuspidata (Sieb. Et Zucc.) ツタ 神奈川県川崎市高津区久末 1998,10,10 武井尚 武井尚
ブドウ科 Ampelopsis Michx. キレハノブドウ 神奈川県川崎市宮前区平2丁目 1995.9.1 武井尚 武井尚 横山昌佳
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) form. Citrulloides (Lebas) Rehderキレハノブドウ 神奈川県川崎市川崎区田町２丁目 1996.7.17 武井尚 H.Takei　武井尚
ブドウ科 Vitis Thunbergii Sieb. （キレハ）エビヅル 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ブドウ科 vitis ficifolia Bunge エビヅル 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.07.06 武井尚 武井尚
ブドウ科 form.citrulloides (Lebus)Rehder キレハノブドウ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.07.06 武井尚 武井尚
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata var. heterophyllaノブドウ 不明 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.7.6 武井尚 武井尚 近藤直紀
ブドウ科 Caratia japonica (Thunb.) Gagn. ヤブガラシ 神奈川県川崎市幸区古市場２丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata (sieb.et Zucc.)Planchツタ 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1996.8.22 武井　尚 高橋秀男 小林立明
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata (sieb.et Zucc.)Planchツタ 神奈川県川崎市川崎区大師河原2丁目 1996.11.10 武井　尚 高橋秀男 小林立明
ブドウ科 Vitis　thunbergii Sieb et Zucc エビヅル 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.7.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
ブドウ科 Vitis　thunbergii Sieb et Zucc エビヅル 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井　尚 武井　尚 深田　優
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata Planch. ツタ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
ブドウ科 Vitis ficifolia Bunge var. sinuata Hara （キクバ）エビツル 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井 尚 武井 尚
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata ツタ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
ブドウ科 Ampelopsis Michx ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 １９９６．５．１６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ブドウ科 Ampelopsis Michx ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 １９９６．８．１７ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ブドウ科 Ampelopsis Michx ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 １９９６．６．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ブドウ科 Ampelopsis Michx ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通６丁目 １９９６．６．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ブドウ科 Ampelopsis Michx ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．９．２８ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ブドウ科 Cayratia Japonica(THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 品川紀子
ブドウ科 Cayratia Japonica(THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.8.22 武井尚 武井尚 品川紀子
ブドウ科 Cayratia Japonica(THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 品川紀子
ブドウ科 Cayratia Japonica(THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井尚 武井尚 品川紀子
ブドウ科 Cayratia Japonica(THUNB.)GAGN. ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 品川紀子
ブドウ科 Vitis　thunbergii Sieb et Zucc エビヅル 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ブドウ科 Cayratia japonica Gagn ヤブガラシ 神奈川県川崎区麻生区細山6丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
ブドウ科 Cayratia japonica(THUNB)GAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚
ブドウ科 Cayratia japonica(THUNB)GAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区四岩下町 1996.7.22 武井尚 武井尚
ぶどう科 Cayratia japonica(Thunb) ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区大島５丁目 1996.9.4 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ブドウ科 Cayratia japonica (Thunb.) GAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
ブドウ科 Parthenocissus tricuspidata (Sieb. Et Zucc.) Planch.ツタ 神奈川県川崎市中原区上小田中７丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 神村佑
ブドウ科 Vitis ficifolia BUNGE エビヅル 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata (MAXIM.) TRAUTV.ノブドウ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 神村佑



ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata MAXIM. ブドウ 神奈川県川崎市川崎区堤根 1996 10 10 武井尚 武井尚 宋玉
ブドウ科 Vitis ficifolia Bungev. エビズル 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996 10 5 武井尚 武井尚 宋玉
ブドウ科 Ampelopsis brevipedunculata (MAXIM.) TRAUTV.ノブドウ 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 矢部達哉
ブドウ科 Cayratia japonica (THUNB.) GAGN ヤブガラシ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
ブナ Quercus acutissima Carruthers クヌギ 神奈川県川崎市中葉区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚 半谷純也
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｍｏｎｏｇｅｌｉｃａ ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ブナ Quercus mongolica ﾐｽﾞﾅﾗ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ブナ fagus frenate blume 小菅村
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｍｏｎｏｇｅｌｉｃａ ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ブナ Quercus mongolica ﾐｽﾞﾅﾗ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ブナ fagus frenate blume 小菅村
ブナ Quercus acutissima クヌギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ブナ Quercus acutissima クヌギ 神奈川県川崎市麻生区早野 1996.6.17. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ブナ Quercus acutissima クヌギ 神奈川県川崎市高津区下作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ブナ Quercus acutissima クヌギ 神奈川県川崎市高津区上作延 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ブナ Castanopsis cuspidata ｽﾀｼﾞｲ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998,10,20 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ブナ Castanopsis cuspidata ｽﾀｼﾞｲ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998,10,20 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ブナ Quercus mongolica ﾐｽﾞﾅﾗ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
ブナ Qnercns　myrsinaefolia シラカシ 神奈川県川崎市高津区蟹が谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
ブナ Castanae mollissima シナグリ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目谷戸 1998.8.3 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｓｅｒｒａｔａ コナラ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｍｏｎｏｇｅｌｉｃａ ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｍｏｎｏｇｅｌｉｃａ ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ブナ Quercus mongolica ﾐｽﾞﾅﾗ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ブナ Costanopsis cuspidata スダジイ 神奈川県大和市上草柳３丁目 1983.10.26 大場達之
ブナ fagus frenate blume 小菅村 片田元葵 片田元葵
ブナ Quercus gilva イチイガシ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ブナ Ｑｕｅｒｅｕｓ　ｍｏｎｏｇｅｌｉｃａ ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ブナ Quercus mongolica ﾐｽﾞﾅﾗ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ブナ Quercus  acutissima クヌギ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ﾌﾞﾅ Quercus cutissima Carruthers 　 ｸﾇｷﾞ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
ブナ Quercus salicina ウラジロガシ 神奈川県川崎市麻生区黒川 19990422 武井尚 武井尚 岡部亮
ブナ Quercus glauca アラカシ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚
ブナ Quercus crispula ミズナラ 長野県芽野市蓼科山麗 1960.8.1 武井　尚 槍山　庫之
ブナ Quercus crispula ミズナラ 長野県芽野市蓼科山 1950.8.13 武井　尚 槍山　庫之
ブナ科 Quercus glauca Thunberg Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.アラカシ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 1997．7.2 武井尚 武井尚 西村俊
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉



ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata+F36 コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井　尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Fagus crenata ブナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ブナ科 Quercus salicina Blume ウラジロガシ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井尚 T.Katsuyama土屋　利法
ブナ科 Guercus myrsinaefolia Blume ブナ 神奈川県川崎市麻布区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚 中谷冴一
ブナ科 Querous acutissima Carruthers クヌギ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.06.10 武井尚 武井尚 兵働隆志
ブナ科 Querous acutissima Carruthers クヌギ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.06.10 武井尚 武井尚 兵働隆志
ブナ科 Castanea crenata Seib. Et Zucc クリ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.06.10 武井尚 武井尚 兵働隆志
ブナ科 Castanea crenata Seib. Et Zucc クリ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.06.10 武井尚 武井尚 兵働隆志
ブナ科 Quercus serrata Murray コナラ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子



ブナ科 Quercus myrsinaefolia Blume シラカシ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.6.5 武井尚 武井尚 北條翔子
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus glauca アラカシ 長野県下伊即郡天竜村倉の手 1957.8.10 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
ブナ科 Castanopsis cuspidata スダジイ 神奈川県横浜市戸塚区小菅谷町 1985.4.17 武井尚 大場達之 宮沢直邦
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 神奈川県横浜市戸塚区飯島町 1985.7.7 武井尚 大場達之 宮沢直邦
ブナ科 Quercus acutissima クヌギ 神奈川県厚木市塩水町 1985.7.17 武井尚 大場達之 宮沢直邦
ブナ科 Quercus acuta アカガシ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町 1985.10.9 武井尚 大場達之 宮沢直邦
ブナ科 Quercus glauca アラカシ 静岡県伊東市城ヶ崎海岸 1981.2.9 武井尚 林　弥栄 宮沢直邦
ブナ科 f.donarium (Nakai)Kitamura テリハコナラ 神奈川県y的氏下鶴間諏訪神社 1989.6.1 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ブナ科 Fagaceae Quercus acutissima クヌギ 神奈川県大和市下鶴間山谷 1984.5.3. 武井尚 高橋秀雄 山口善子
ブナ科 Fagaceae Fagus crenata ブナ 山形県東田川郡羽黒町羽黒山 1981.8.3. 武井尚 林弥平 山口善子
ブナ科 Faugaceae Quercus serrata f.donarium(Nakai)Kitamuraテリハコナラ 長野県南佐久郡北相木村西ノ沢 1982.8.7 武井尚 林弥平 山口善子
ブナ科 Faugaceae Quercus serrata Murray コナラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町天水遊歩道 1985.10.9 武井尚 大場達之 山口善子
ブナ科 Faugaceae Quercus accutissima Carruthers クヌギ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町自然公園 1985.4.29 武井尚 大場達之 山口善子
ブナ科 Faugaceae Qurecus acuta Thunb. アカガシ 神奈川県大和市福岡根下 1983.4.20 武井尚 大場達之 山口善子
ブナ科 Faugaceae Qurecus acuta Thunb. アカガシ 神奈川県大和市福岡根下 1989.8.22 武井尚 大場達之 山口善子
ブナ科 Faugaceae Qurecus glauce Thunb. アラカシ 神奈川県厚木市岡田町 1985.6.29 武井尚 大場達之 山口善子
ブナ科 Faugaceae Qurecus glauce Thunb. アラカシ 長野県下伊那郡天竜村平岡 1957.8.10 武井尚 檜山康三 山口善子
ブナ科 Quercus Mongolica ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ブナ科 Quercus Mongolica ミズナラ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ブナ科 Quercus Serrata ウラジロガシ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ブナ科 ｆ．Ｄｏｎａｒｉｕｍ（Ｎａｋａｉ）Ｋｉｔａｍｕｒａ　ｖａｒ．　Ｄｏｎａｒｉｕｍテリハコナラ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 本多綱貴
ブナ科 pasania edulis マテバシイ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998．10.3 武井　尚 勝山輝男 三枝俊平
ブナ科 Querucus acutissima クヌギ 東京都小金井市本田5丁目 1998．6.30 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ブナ科 Q.variabilis Bl アベマキ 愛媛県松山市松山城 1989.9.3 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田　綾子和田　綾子渡辺　鉄平
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田　綾子和田　綾子重田拓郎
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子
ブナ科 Fagus crenata ブナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ブナ科 Fagus crenata ブナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ブナ科 Castanea crenata Sieb クリ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ブナ科 Castanopsis　cuspidata　var.Sieboldii　(Makino)　Nakaiスダジイ 神奈川県横浜市戸塚区公田町 1985.10.3 武井尚 大場達之
ブナ科 Quercus myrsinaefolia　blume シラカシ 神奈川県大和市下和田上ノ原 1983.4.13 武井尚 大場達之
ブナ科 Quercus　acutissima　 クヌギ 神奈川県大和市南林間7丁目 1983.10.12 武井尚 大場達之
ブナ科 Quercus　acutａ アカガシ 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 1985.8.3 武井尚 大場達之
ブナ科 Quercus　acutissima　 クヌギ 神奈川県大和市柳橋1丁目 1987.4.18 武井尚 H．Takei
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 神奈川県大和市下和田梅ノ木下 1987.5.25 武井尚 大場達之
ブナ科 Quercus  myrsinaefdia  Blume シラカシ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町市民の森 1985.7.9 武井　尚 大場　達之
ブナ科 Quercus  acuta  Thunberg アカガシ 神奈川県横浜市戸塚区飯島町 1985.7.7 武井　尚 大場　達之
ブナ科 Quercus  acuta  Thunberg アカガシ 神奈川県大和市福田根下 1988.11.17 武井　尚 大場　達之
ブナ科 Quercus  glauca  Thunberg アラカシ 東京都調布市深大寺 1980.8.7 武井　尚 林　弥栄



ブナ科 Fagas  japonica  Maxim イヌブナ 東京都練馬区石神井町石神井公園 1942.11.10 武井　尚 奥山　春季
ブナ科 Quercus  serrata  Murray コナラ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1983.4.25 武井　尚 大場　達之
ブナ科 Castanpsis  cuspidata  var.  Sieboldii(Makino)  Nakaiスダジイ 神奈川県大和市柳橋４丁目引地台公園 1989.8.29 武井　尚 大場　達之
ブナ科 Castanpsis  cuspidata  var.  Sieboldii(Makino)  Nakaiスダジイ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町 1985.3.29 武井　尚 大場　達之
ブナ科 f.donarium(Nakai)Kitamura  var.  Donarium(Nakai)Horikawaテリハコナラ 長野県南佐久郡北相木村西の沢 1975.6.16 武井　尚 林　弥栄
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季
ブナ科 Fagus crenata ブナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ブナ科 Quercus myrsinaefolia Blume シラカシ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
ブナ科 Quercus glauca Thunberg アラカシ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚
ブナ科 Quercus glauca Thunberg アラカシ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚
ブナ科 Quercus glauca Thunberg アラカシ 長野県下伊那郡天竜村手岡 1957.8.10 武井　尚 檜山　庫之
ブナ科 f. donarium kitamura テリハコナラ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
ブナ科 Quereus serrata Murray コナラ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ブナ科 Quercus glauca Thunberg アラカシ 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.7.13 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ブナ科 Castanopsis cuspidata var.sieboldii スダジイ 東京都町田市図師町史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚 上田香織
ブナ科 Quercus serrata Thunb. コナラ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1961.4.1 武井　尚 武井　尚 深田　優
ブナ科 Quercus glanca Thunb. アラカシ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
ブナ科 Quercus serrata Thunb. ex. Muuray コナラ 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 1960.5.3 武井 尚 武井 尚
ブナ科 Quercus myrsinarefolia Blume アラカシ 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 1998.5.14 武井 尚 武井 尚

ブナ科 Castanea crenata Sieb. et Zucc. クリ 　　 長野県岡谷市鉢伏山麓 1949．8.10 武井尚 横山庫之 仲尾剛
ブナ科 Quercus serrata Murray コナラ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 仲尾剛
ブナ科 Quercus glauca Thunberg Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst.アラカシ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1998.11.16 武井尚 武井尚 仲尾剛
ブナ科 Quercus mongolica var. crispula ミズナラ 長野県岡谷市鉢伏山 １９４９．８．１０ 武井　尚 檜山　庫之
ブナ科 Quercus stenopuylla Makino ウラジロカシ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Quercus Serrata コナラ 東京都練馬区東大泉町 1942.10.10 武井尚 奥山春季 佐藤安泉
ブナ科 Castanopsis cuspidata var. Sieboldii (Makino) Nakai Pasania cuspidata (Thunb.) Oerst.スダジイ 神奈川県相模原市　JR相模原駅構内 1995.5.21 武井尚 武井尚 神村佑
ブナ科 Posania edulis マテバシイ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998．8.8 武井　尚 勝山輝男 矢部達哉
ブナ科 Quercus poucidentata Franch. ツクバネガシ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.06.05 武井　尚 勝山　輝男王　ウンショウ
フロウソウ科 Geranium Carolinianum アメリカフウロ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1999.5.29 武井尚 H.takei
ベシケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイゴメ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井尚 武井尚 坂本和慶
ベシケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイゴメ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 坂本和慶
ベシケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイゴメ 神奈川県川崎市川崎区日の出一丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 坂本和慶
ベンケイソウ kalanchoe アキカラマツ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Orostachys sikokianus ﾁｬﾎﾞﾂﾒﾚﾝｹﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Orostachys sikokianus ﾁｬﾎﾞﾂﾒﾚﾝｹﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ベンケイソウ Sedus sarmentosum ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区渡田山五町 1996.6.6 武井尚 武井尚 寺田大和
ベンケイソウ Sedum sarmentosum ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ベンケイソウ Sedum sarmentosum ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 1996.11.6. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Orostachys sikokianus ﾁｬﾎﾞﾂﾒﾚﾝｹﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Sedum bulbiferrum ｺﾓﾁﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 神奈川県川崎市麻生区岡の上 1999,5,29 武井尚 武井尚 佐藤栄作
ベンケイソウ ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
ベンケイソウ Sedum sarmentosum ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区小島町 １９９６．１１．６ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢



ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Orostachys sikokianus ﾁｬﾎﾞﾂﾒﾚﾝｹﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Orostachys sikokianus ﾁｬﾎﾞﾂﾒﾚﾝｹﾞ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Sedum sarmentosum Bunbe. ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 神奈川県川崎市川崎区大馬１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚
ベンケイソウ Sedum mexicanum メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市麻生区細山1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 金子尚晃
ベンケイソウ Sedum oryzifolium f. pumilum オカタイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 金子尚晃
ベンケイソウ科 Orostachys lwarenge イワレンゲ 神奈川県川崎市多摩区西生田（栽） 2002.10.10 武井　尚 武井　尚
ベンケイソウ科 Sedum mexicanum BRITT. メキシコマンネングサ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚
ベンケイソウ科 Sedum mexicanum メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 武井尚 武井尚
ベンケイソウ科 Sedum オカタイトゴメ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1999.4.16 武井尚 武井尚 大久保希
ベンケイソウ科 Sedum オカタイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 大久保希
ベンケイソウ科 Sedum acre L. オカタイトゴメ 神奈川県川崎市高津区久松 1999.6.5 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ベンケイソウ科 Sedum sarmentesum BUNGE ツルマンネングサ 神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目 1997.5.28 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium f.pumilum オカタイトゴメ 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ベンケイソウ科 S.mexicanum Britton メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ベンケイソウ科 Sedum sarmentosum Bunge ツルマンネングサ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ベンケイソウ科 Sedum Sarmentosum BUNGE ツルマンネングサ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 1997.06.14 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ベンケイソウ科 Sedum Sarmentosum BUNGE ツルマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.07.28 武井尚 高橋秀男 酒井玲奈
ベンケイソウ科 Sedum bulbiferum Makino コモチマンネングサ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
ベンケイソウ科 Sedum bulbiferum MAK.． コモチマンネングサ 神奈川県川崎市中原区今井上町 1997.6・14 武井尚 武井尚 堤雄太
ベンケイソウ科 Sedum mexicanum メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 片柳圭
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイトゴメ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 1999.6.10 武井尚 武井尚 横山昌佳
ベンケイソウ科 Sedum sarmentosumu. Bunge ツルマンネングサ 不明 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.7.28 武井尚 武井尚 近藤直紀
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区台町 1996.9.4 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区浜町１丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino オカタイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目 1996.9.11 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ベンケイソウ科 Sedum bulbiferum Makino コモチマンネングサ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ベンケイソウ科 sedum mexicanum　Ｂｒｉｔｔ メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 １９９６．５．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ベンケイソウ科 sedum mexicanum　Ｂｒｉｔｔ メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 １９９６．５．１０ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ベンケイソウ科 sedum mexicanum　Ｂｒｉｔｔ メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通５丁目 １９９６．６．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ベンケイソウ科 Sedum alboroseum Baken. メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井　尚 武井　尚
ベンケイソウ科 Sedum lineare THUNB オノマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3
ベンケイソウ科 Sedum オ科タイトゴメ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11
ベンケイソウ科 Seldom Makinoi Maxim. マルバマンネングサ 神奈川県川崎市幸区南加瀬４丁目 1997.6.12 武井尚 武井尚 神村佑
ベンケイソウ科 Seldom mexicanum BRITT. メキシコマンネングサ 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 神村佑
ベンケイソウ科 Sedum oryzifolium Makino タイトゴメ 福井県坂井郡三国町東尋坊 1990.5.16 武井尚 武井尚 神村佑
ベンケイソウ科 Sedum Makinoi Maxim. コモチマンネングサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井尚 武井尚 神村佑
ベンケイソウ科 Sedum sarmentosum Bunge ツルネングサ 神奈川県川崎市多摩区登戸多摩川土手 2000.10.19 武井尚 武井尚
ホウライシダ科 Ｏｎｙｅｈｉｕｍ　ｊａｐｏｎｉｃｕｍ　（Ｔｈｕｍｂ．）Ｋｕｎｚｅ　タチシノブ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
ホウライシダ科 Adiantum monochlamys Eaton ハコネシダ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 伊藤洋
ホウライシダ科 クジャクシダ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 武井尚
ホシダ Cyclosorus　ａｃｕｍｉｍａｔｕｓ ホシダ 神奈川県川崎市官前区初山１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚
ホングウシダ科 Sphenomeris chusana copel. ホラシノブ 神奈川県大和市引地台猪山公園 1994.6.28 武井　尚 武井　尚 深田　優
マタタビ Actinidia polygama マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７



マタタビ Actinidia polygama マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マタタビ Actinidia polygama マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
マタタビ Actinidia polygama マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マタタビ Actinidia polygama マタタビ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マタタビ科 Actinidia chinensis Planch. キウイフルーツ、オニマタタビ、シナサルナシ神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井　尚 武井　尚 深田　優
マタタビ科 Actinidia arguta (Sieb.et.Zucc.) Planchon ex Migualサルナシ 長野県南佐久郡北相木材御座山　　　 1977．8.7 武井尚 林弥栄 仲尾剛
マタタビ科 Actinidia polygama(sieb.et Zucc.)Planch マタタビ 山梨県北都留郡小菅村橋立 ２００６．７．２ 甲把　和也甲把　和也
マタタビ科 Actinidia kolomikata ミヤママタタビ 長野県南佐久郡北相木村御座山 １９８６，７，２５ 武井　尚 林　弥栄
マタタビ科 Actinidia Kolomikta ミヤママタビ 長野県岡谷市鉢伏山麓 1960.8.3 武井尚 檜山康之
まつ Ｔｓｕｇａ　Ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マツ Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マツ Ｔｓｕｇａ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
まつ Ｔｓｕｇａ　Ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マツ Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マツ Ｔｓｕｇａ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
マツ Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
まつ Ｔｓｕｇａ　Ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
マツ Ｔｓｕｇａ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
まつ Ｔｓｕｇａ　Ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マツ Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マツ Ｔｓｕｇａ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
マツ Larix Kaempferi (Lamb.) Carriere カラマツ 長野県南佐久郡北相木村久保 1974.8.28 H. Takei
まつ Ｔｓｕｇａ　Ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マツ Tsuga Sieboldii ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マツ Ｔｓｕｇａ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ ツガ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
マツ科 Pinus thunbergii クロマツ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
マツ科 Vitis thunbergii クサマオ（カラマツ） 神奈川県川崎市川崎区四谷下町（公園内） 1996.7.22 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
マツ科 Picea polita ハリモミ 長野県南佐久郡北相木村御座山弥次平 1986.9.13 武井尚 林　弥栄 日向野敏
マツ科 Abies Homolepis ウラジロモミ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1986.9.13 武井尚 林　弥栄 日向野敏
マツ科 Picea polita ハリモミ 長野県南佐久郡北相木村御座山弥次平 1986.9.13 武井尚 林　弥栄 日向野敏
マツ科 Abies Homolepis ウラジロモミ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1986.9.13 武井尚 林　弥栄 日向野敏
マツ科 Pinus Thunbergii Parlatore クロマツ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1996.4.24 武井尚 武井尚 大和満美
マツ科 Tsuga diversifolia (Maxim) Masers コメツガ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
マツ科 Tsuga diversifolia (Maxim) Masers コメツガ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
マツ科 Abies homolepis Sieb. et  Zucc. ウラジロモミ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1987.8.8 武井 尚 林 弥栄 友岡 梨恵
マツ科 Tsuga diversifolia (Maxim) Masers コメツガ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
マツ科 pinus densiflora アカマツ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 武井尚 武井尚
マツ科 Pcea Abies Karsten ドイツトウヒ ｵｳｼｭｳﾄｳﾋ 長野県南佐久郡北相木村木次原（栽） 1972,7,29 武井尚 林 弥栄
マツ科 Tsuga sieboldii Carr ツガ 長野県南佐久郡北相木栂峠 １９８７,９,３ 武井尚 奥山春季 伊藤雅紀
マツ科 Pinus densiflora Sieb. et Zua. アカマツ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1997．6.25 武井尚 武井尚 仲尾剛
マツ科 Pinus Thunbergii Pari. クロマツ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井　尚 武井　尚
マツ科 Abies firma Sieb et Zucc. モミ 東京都町田市小野路町歴史環境保存区 1992.5.12 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
まつ科 Tsuga sieboldii ツガ 山梨県北都留群小菅村三頭山



まつ科 Tsuga sieboldii ツガ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まつ科 Tsuga sieboldii ツガ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まつ科 Tsuga sieboldii ツガ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まつ科 Tsuga sieboldii ツガ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
マツブサ kadsura japonica サネカズラ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
マツブサ schisandra chinensis (tur cz.)baill. チョウセンゴミシ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峰 1949.8.10 武井尚 檜山康三
マツブサ科 Kadsura japonica Dunal サネカズラ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
マツブサ科 Schisandra chinensis チョウセンゴミシ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳山麓 武井尚 奥山春季
マツブサ科 Schisandra chinensis Baill チョウセンゴミシ 長野県諏訪市霧ケ峰強清水 1951.8.25 武井尚 檜山庫之 土屋　利法
マツブサ科 Kadsura japonica サネカズラ 神奈川県川崎市川崎区 1999.5.14 武井尚 武井尚 北條翔子
マツブサ科 Ｓｃｈｉｓａｎｄｒａ repanda Ｒａｄｌｋ マツブサ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山康三
マツブサ科 Kadsura japonica (L.) Dunal サネカズラ、ビナンカズラ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町天国下 1985．4.2 武井尚 武井尚 仲尾剛
マツブサ科 kadusura japonica サネカズラ 神奈川県大和市上和田三貫目 １９８７．１１．５ 武井　尚 大場　達之
マツブサ科 Schizandra chinensis Baill チョウセンゴミシ 長野県南佐久郡北相木村よしんだ峠 １９８５．５．２２ 武井　尚 奥山 春季
マメ Lespedeza cuneafa(Du Mont de Courset)G.Donメドハギ 長野県南佐久郡北相木村栃原 1998.8.24 武井尚 H.Takei 三宮喬
マメ Kummerovia stipulacea(Maxim.)Makino マルバヤハズソウ 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 三宮喬
マメ Lespedeza bicolor Turcz.L.bicdorvar.japonica Nakaiヤマハギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 三宮喬
マメ lespedeza cuneata(du mont de courset)g.don lisericea miqメドハギ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.9.5 武井尚 H-Takei
マメ lespedeza cuneata(du mont de courset)g.don lisericea miqメドハギ 神奈川県川崎市高津区久地多摩川東 1998.9.5 武井尚 H-Takei
マメ rhynchosia acuminatifolia makino トキリマメ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1998.10.3 武井尚 H-Takei
マメ trifolium repens l. シロツメクサ 東京都小金井市 2003.7.3 高柳友美 高柳友美
マメ Lotus　corniculatus L. ミヤコグサ 神奈川県川崎区塩浜1丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
マメ Wisteria Floribunda フジ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
マメ Wisteria Floribunda フジ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
マメ Wisteria Floribunda フジ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
マメ Wisteria Floribunda フジ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
マメ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｒｅｐｅｎｓ シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Trifolium repens ｼﾛﾂﾒｸｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
マメ Maackia floribunda ハネミイヌニンジュ 山梨県小菅村 2002.7.7
マメ Lotus corniculatus ミヤコグサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 東京都　　三頭山 2002.7.7
マメ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｒｅｐｅｎｓ シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Trifolium repens ｼﾛﾂﾒｸｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
マメ Maackia floribunda ハネミイヌニンジュ 山梨県小菅村 2002.7.7
マメ Lotus corniculatus ミヤコグサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 東京都　　三頭山 2002.7.7
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市川崎区四谷下町 １９９６．７．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
マメ Pueraria lobata クズ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．８．２２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
マメ Vicia stiva ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．４．１３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之



マメ Albizia Juribrissin ネムノキ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
マメ Trifolium repens ｼﾛﾂﾒｸｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
マメ Ｒｏｂｉｎｉａ　ｐｓｅｕｄｏ－ａｃａｃｉａ　Ｌ． ハリエンジュ　ニセアカシア 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
マメ Ｄｕｍａｓｉａ　ｔｒｕｎｃａｔａ ノササゲ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
マメ Maackia floribunda ハネミイヌニンジュ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
マメ Lotus corniculatus ミヤコグサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
マメ Trifolium repens シロツメクサ 東京都小平市回田町 ２００２．７．２３ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
マメ Glycine Soja ツルマメ 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川原 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
マメ Amphicarpaea Edgeworthii ヤブマメ 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
マメ Robinia pseudo-acasia ハリエンジュ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
マメ Trifolium repens シロツメクサ 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 96.5.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
マメ Indigofera　pseudo-tinctoria コマツナギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
マメ Trifolium repens シロツメクサ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
マメ Pueraria lobata クズ 千葉県流山市南流山 2002.7.31 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
マメ Ｌｅｓｐｅｄｅｚａ　ｐｉｌｏｓａ ネコハギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
マメ Ｋｕｍｍｅｒｏｖｉａ　ｓｔｒｉａｔａ ヤハズソウ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
マメ Ｗｉｓｔｅｒｉａ　ｆｌｏｒｉｂｕｎｄａ フジ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
マメ Ｌｅｓｐｅｄｅｚａ　ｂｉｃｏｌｏｒ ヤマハギ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
マメ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｒｅｐｅｎｓ シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Trifolium repens ｼﾛﾂﾒｸｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
マメ Maackia floribunda ハネミイヌニンジュ 山梨県小菅村 2002.7.7
マメ Lotus corniculatus ミヤコグサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 東京都　　三頭山 2002.7.7
マメ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｒｅｐｅｎｓ シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
マメ Trifolium repens ｼﾛﾂﾒｸｻ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
マメ Maackia floribunda ハネミイヌニンジュ 山梨県小菅村 2002.7.7
マメ Lotus corniculatus ミヤコグサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
マメ Trifolium pratense ムラサキツメクサ 東京都　　三頭山 2002.7.7
マメ Amphicarpaea ヤブマメ 神奈川県川崎市宮前区水沢 1998,10,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
マメ Ａｍｐｈｉｃａｒｐａｅａ　Ｅｄｇｅｗｏｒｔｈｉｉ ヤブマメ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚
マメ ミヤコザサ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
マメ Trifolim repens シロツメクサ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
マメ Ｒｏｂｉｎｉａ ｐｓｅｕｄｏ－ａｃａｃｉａ ハリエンジュ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 1996.6.29 武井 尚 武井 尚 武井 尚
マメ Ｖｉｃｉａ ｓａｔｉｖａ ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原２丁目 1996.11.10 武井 尚 武井 尚 武井 尚
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原1996.6.2 武井 尚 武井 尚 武井 尚
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｐｒａｔｅｎｓｅ ムラサキツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
マメ Ｔｒｉｆｏｒｉｕｍ ｒｅｐｅｎｓ シロツメクサ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
マメ Lespedeza stipulacea マルバヤハズソウ 神奈川県川崎市高津区久地多摩川原 19980905 武井尚 武井尚 岡部亮



マメ Robinia pseudo-acasia ハリエンジュ 神奈川県川崎市高津区諏訪２丁目多摩川原 19980905 武井尚 武井尚 岡部亮
マメ Vicia angustifolia L. ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市高津区久地 1999.4.30 武井尚 武井尚 金子尚晃
マメ Lespedeza bicolor Turcz. ヤマハギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 武井尚 金子尚晃
マメ Robinia Pseudo Acacia L. ハリエンジュ 神奈川県川崎市川崎区大師公園 19960629 武井尚 武井尚 小林　源地
ﾏﾒ Lespedezacyrtobotrya.miq ﾏﾙﾊﾞﾊｷﾞ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 清遠貴文
ﾏﾒ ViciahirusutaKoch ｽｽﾞﾒﾉｴﾝﾄﾞｳ 神奈川県川崎市麻生区栗手一丁目 1999.4.22 武井尚 武井尚 清遠貴文
マメ Lespedeza cuneata (Du Mont de Courset)G. メドハギ 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 1998.9.5 武井尚 武井尚 川合伴実
マメ Pueraria lobata (Willd.) Ohwi クズ 神奈川県川崎市川崎区夜光3丁目 1996.7.6 武井尚 武井尚 川合伴実
マメ Trifolium dubium コメツブツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井　尚 武井　尚
マメ科 Trifolium repens L. シロツメクサ（クローバー） 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
マメ科 Robinia pseudoacacia ハリエンジュ　 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthii Benth ヤブマメ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
マメ科 Lespedeza pilosa ネコハギ 神奈川県川崎市麻生区白鳥１丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
マメ科 Desmodium oxyphy llum DC ヌスビトハギ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
マメ科 ？ ノササゲ 神奈川県川崎市麻生区古沢 2000.9.29 武井尚 武井尚 坂本慎司
マメ科 Indigofera pseudotinctoria コマツナギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
マメ科 Robinia pseudo-acacia ハリエンジュ 神奈川県川崎市川崎区小田3 1996/6/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
マメ科 Eachrecta japonica Hooker .ex.Regal ミヤマトベラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
マメ科 Piobinia pseudo-acocia L . マメ 神奈川県川崎市麻布区虹ヶ丘一丁目 1996.6.17 武井尚 武井尚 中谷冴一
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
マメ科 vicia sativa L. ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区宮前区野川 1999.4.30 武井尚 武井尚 北條翔子
マメ科 Astragalus sinicus L. ゲンゲ、レンゲソウ 神奈川県川崎市川崎区宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 北條翔子
マメ科 Albizia Julibrissin Durazzini Mimosa ネムノキ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
マメ科 Trifolium repens L. シロツメクサ 東京都小金井市 2003.7.3 北條翔子 北條翔子 北條翔子
マメ科 Acacia decurrense var.dealbata. フサアカシア 神奈川県横浜市戸塚区庄戸町 1985,3,29 武井尚 大場達之
マメ科 Acacia decurrense var.dealbata. フサアカシア 神奈川県大和市中央林間5丁目 1983,10,12 武井尚 大場達之
マメ科 Rabinia pseudo-acacia L. ニセアカシア 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
マメ科 Pueraria lobata(willd)Ohwi クズ 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
マメ科 Robinia pseudo-acacia L. ハリンジュ ニセアカシア神奈川県川崎市川崎区富士見町1丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
マメ科 Rabinia pseudo-acacia L. ニセアカシア 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 柳沼尚紀
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 柳沼尚紀
マメ科 Lespedeza cuneata G.Don メドリギ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Amphicarpaea edgeworthii Benth ヤブマメ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Trifolium pratense L ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市中原区中丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Trifolium dubium コメツブツメクサ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Trifolium pratense L ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市中原区宮内一丁目多摩川東 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 神奈川県川崎市幸区戸手四丁目 1996.6.20 武井尚 武井尚 大坂碧
マメ科 Dumasia truneata Sieb.et Zucc. ノササゲ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 １９８９，９／１９武井尚 武井尚 香月正樹
マメ科 M.aiba Desr. シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市末肩鳴西地区 １９９６，６／１６武井尚 武井尚 香月正樹



マメ科 M.aiba Desr. シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市東扇島西地区 １９９６，６／１６武井尚 武井尚 香月正樹
マメ科 M.aiba Desr. シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市東扇島西地区 １９９６，６／１６武井尚 武井尚 香月正樹
マメ科 trifolium repens L. シロツメクサ 神奈川県川崎市東扇島 １９９６，４／８ 武井尚 武井尚 香月正樹
マメ科 Trifolium Dubium sibth. コメツブツメクサ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町多摩川原 1997.06.02 武井尚 武井尚 酒井玲奈
マメ科 Albizia Julibrissin Durazzini ネムノキ 神奈川県川崎市宮前区平3丁目 1999.09.19 武井尚 武井尚 酒井玲奈
マメ科 Vicia Sativa L.. ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈
マメ科 Vicia sativa L. subsp. Angnstifdis(L.)Gaudin var.segetalis(Thuill.)ser.ヤハズエンドウ カラスノエンドウ神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚
マメ科 Robinia pseudo-acacia L.Pseudacacia odorata Moenchハリエンジュ ニセアカシヤ神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5.10 武井尚 武井尚
マメ科 Pueraria lobata クズ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
マメ科 Vicia sativa L..subsp ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区扇町 １９９６．５．３ 武井尚 武井　尚 早川光也
マメ科 Trifolium repensL.. シロツメクサ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
マメ科 Trifolium dubium Sibth コメツブツメクサ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
マメ科 Kummerovia striata (Thunb.) Schindler ヤハズソウ 神奈川県　川崎市　川崎区　水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 松岡みずき
マメ科 Pueraria lobata (Willd)OHWI クズ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
マメ科 Vicia tetrasperma (L .)SCHREB. カスマグサ 神奈川県川崎市幸区鹿島田町 1999.5.29 武井尚 武井尚 松崎玲奈
マメ科 Pueraria lobata(W ILLD.)O HWE クズ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
マメ科 Trifolium repens L.. シロツメクサ 神奈川県川崎市川崎区中瀬1丁目多摩川原 1996．4.13 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
マメ科 Vicia sativa L.. ヤハズエンドウ カラスノエンドウ神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目 1996．5.10 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
マメ科 Pueraria lobata (WILLD.) OHWI クズ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
マメ科 Pueraria lobata (WILLO) OHWI クズ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
マメ科 Pueraria lobata OHWI クズ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
マメ科 T. dubium. Sibth コメツブツメクサ 京都府相楽郡山城町蟹満寺 1995.5.25 武井　美代武井　尚 渡辺　鉄平
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
マメ科 Lespedeza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.10.23 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
マメ科 Medicago lupulina L. コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
マメ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツメクサ(アカツメクサ） 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
マメ科 Melilotus suaveolens LEDEB. シナガワハギ（エギラハギ） 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 武井尚 和田綾子
マメ科 Trifolium repens L.. シロツメクサ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
マメ科 Trifolium repens L.. シロツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1996.4.24 武井尚 武井尚 大和満美
マメ科 Robinia pseudo-acacia L. ハリエンジュ 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 大和満美
マメ科 Ｄｕｍａｓｉａ　ｔｒｕｎｃａｔａ　Ｓｉｅｂ．ｅｔ　Ｚｕｃｃ． ノササゲ 神奈川県川崎市多摩区管仙谷四丁目 １９９７．７．２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
マメ科 Ｐｕｅｒａｒｉａ　ｌｏｂａｔａ（Ｗｉｌｌｄ．）Ｏｈｗｉ クズ 神奈川県川崎市高津区下作延緑が丘霊園 １９９５．９．１ 武井尚 武井尚 渡邊陽介
マメ科 Robinia pseudo-acacia L.Pseudacacia odorata moenchハリエンジュ　ニセアカシア 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.7.17 武井　尚 武井　尚 村上　傑
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachrecta japonica Hooker .ex.Regal ミヤマトベラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Glycine Soja ツルマメ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.12
マメ科 Pueraria lobata (WILLO) OHWI クズ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
マメ科 Vicia sariva L..subusp.angustifolia(L..)Gandin var.segetalis (Thuill)ser．ヤハズエンドウ．カラスノエンドウ神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
マメ科 Ｒｏｂｉｎｉａ　ｐｓｅｕｄｏ－ａｃａｃｉａ ハリエンジュ・ニセアカシア 神奈川県川崎市川崎区新川通り 1996.9・4 武井尚 武井尚 堤雄太
マメ科 Ｐｕｅｒａｒｉａ　ｌｏbota (Willd.)Ohwi P.　P． hirsuta Matsum  クズ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 1996.10・5 武井尚 武井尚 堤雄太



マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachrecta japonica Hooker .ex.Regal ミヤマトベラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Glycine Soja ツルマメ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.12
マメ科 Pueraria lobata (WILLO) OHWI クズ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
マメ科 Cladostis latycrpa (Maxim.) Makiｎｏ フジ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi クズ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．5.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Trifolium dubium コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Melilotus alba Medicus シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Melilotus alba Medicus シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Glycine soja Sieb. et Zucc. ツルマメ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Trifolium praterse Linn. ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthii マメ 神奈川県川崎市多摩区菅間場4丁目 2000.9.28 武井尚 片柳圭
マメ科 Trifolium dubium コメツブツユクサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1998.5.13 武井尚 片柳圭
マメ科 Kummerovia  stipulacea(MAXIM)Mak. マルバヤハズソウ 長野県南佐久郡北相木村栃原 1998.8.24 武井　尚 武井　尚
マメ科 Glycine Soja ツルマメ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.12 片山彰 片山彰
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Euchresta japonica Hooker.ex Regel ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachresta japonica Hooker. Ex ミヤマトベラ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
マメ科 Eachrecta japonica Hooker .ex.Regal ミヤマトベラ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
マメ科 Vicia hirsuta (L..) S. F. GRAY スズメノエンドウ 東京都小平市上水南町４丁目 2000.4.18 武井尚 武井尚
マメ科 Lespedeza cuneata (Du Mont de Courset) メドハギ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚
マメ科 Desmodium oxyphyllum DC. Var. mandshricum (Maxim.) Ohashiヤブハギ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998,10,20 武井尚 武井尚
マメ科 Milletia japonica A. Gray ナツフジ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔
マメ科 Albizzia julibrissin Durazz ネムノキ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
マメ科 Albizzia julibrissin Durazz ネムノキ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
マメ科 Vicia hirsuta(L..)S.F.GRAY スズメノエンドウ 東京都小金井市貫井北町４丁目 ２０００,４,２５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthii Benth ヤブマメ 神奈川県大和市上和田中ノ原 1998.10.20 武井尚 武井尚
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthii Benth ヤブマメ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚
マメ科 Maackia amurensis Rupr. et Maxim. Subsp. Buergeri Schueid.イヌエンジュ 長野県南佐久郡北相木村木母峠 1987.9.3 武井尚 武井尚
マメ科 Glycine Soja Sieb. ツルマメ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井尚 H.Takei　武井尚
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 岸　未央 木場　智弘岸　未央
マメ科 Trifolium dubium Sibth. コメツブツメクサ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.4.24 武井　尚 武井　尚
マメ科 Robinia pseudo-acacia L.. ハリエンジュ（ニセアカシア） 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井　尚 武井　尚
マメ科 Vicia sativa  L . Subsp . ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1999.04.24 武井尚 武井尚
マメ科 Trifolium repens  L . シロツメクサ 神奈川県川崎市川崎区池上町 1996.07.06 武井尚 武井尚



マメ科 Albiza Julibrissin  Durazzini ネムノキ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.06.22 武井尚 武井尚
マメ科 Vicia sativa L. ヤハズエンドウ、カラスノエンドウ神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 高橋ゆい
マメ科 Lotus corniculatus L . Var . Japonicus ミヤコグサ 東京都町田市下山田町小山田公園 1992.5.12 武井尚 武井尚 坂本和慶
マメ科 Apios americana Medicus アメリカホド 神奈川県川崎市多摩区枡形6丁目 1995.8.9 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
マメ科 Lespedeza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市幸区幸町３丁目多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 庄田千恵
マメ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツメクサ（アカツメクサ） 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．６．２ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Lespedeza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 １９９６．８．２２ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツメクサ（アカツメクサ） 神奈川県川崎市川崎区田島町 １９９６．９．１１ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Lespedeza cuneata メドハギ 神奈川県川崎市川崎区日進町 １９９６．１０．１０武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Lotus corniculatus L.. ミヤコグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 １９９６．６．２９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目公園内 １９９６．６．２９ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
マメ科 Vicia sativa L.. ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.5.6 武井尚 武井尚 品川紀子
マメ科 Vicia sativa L.. ヤハズエンドウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原1丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚 品川紀子
マメ科 Dumasia truncata Sieb et Zucc ノササゲ 神奈川県川崎市高津区 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
マメ科 Lotus corniculatus L ミヤコグサ 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川東 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
マメ科 Kummerovia striata (Thunb) Schindler ヤハズソウ 神奈川県川崎市高津区瀬田多摩川東 1998.9.5 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
マメ科 Robinia pseudo-acacia L ハリエンジュニセアカシア 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
マメ科 Melilotus alba Desr. シロバナシナガワハギ 神奈川県川崎市川崎東扇島 1996.5.23 武井　尚 勝山　輝男
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthii Benth.ver.japonica Oliver.ヤブマメ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 武井　尚
マメ科 M.lupulia L コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区夜光3丁目 1996.7.6 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
マメ科 M.lupulia L コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区水江町 1996.7.6 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
マメ科 Astragalus sinicus L. ゲンゲレンゲソウ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
マメ科 Vicia sativa L. ヤハズエンドウ　カラスノエンドウ神奈川県川崎区高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
マメ科 Astrgalus somocis L. ゲンゲ　レンゲソウ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚
まめ科 Trifolium repens シロツメグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まめ科 Trifolium repens シロツメグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まめ科 Trifolium repens シロツメグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まめ科 Trifolium repens シロツメグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山
まめ科 Trifolium repens シロツメグサ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
まめ科 Ｌ，bicolor　Turcz ヤマハギ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
まめ科 Rhynchosia acumintifiolia トキリマメ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
マメクサ科 Vicia sativa L. ヤハズエンドウ、カラスノエンドウ神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000．5.10 武井尚 武井尚 仲尾剛
マメ科 Medicago hispida lupulina L. コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.10.23 武井尚 武井尚 神村佑
マメ科 Medicago hispida lupulina L. コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.5.23 武井尚 武井尚 神村佑
マメ科 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi クズ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井尚 武井尚 神村佑
マメ科 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi クズ 神奈川県川崎市幸区北加瀬２丁目 1997.6.8 武井尚 武井尚 神村佑
マメ科 Rabinia pseudo-acacia L. ニセアカシア 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 西村俊 西村俊 渡邊陽介
マメ科 Pueraria lobata Ohwi クズ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 柳沼尚紀 柳沼尚紀 渡邊陽介
マメ科 Trifolium pratense L.. ムラサキツメクサ 神奈川県川崎市川崎区田島町 1996.9.11 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
マメ科 M.lupulina L.. コメツブウマゴヤシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
マメ科 Amphicarpaea Edgeworthi Benth.var,japonica ヤブサメ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚
マメ科 Wisteria floribuda(willd)DC フジ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚
マメ科 Lespedeza pilosa(THUNB.)SIEB.et Zucc ネコハギ 東京都町田市野津田町 1992.06.22 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ



ミカン Ｆａｇａｒａ　mantchurica イヌザンショウ 東京都小金井市小金井公園つつじやま広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
ミカン Fagara mantchurica(Behnett)Honda イヌザンショウ 神奈川県川崎市麻生区栗平２丁目 1998.9.11 武井尚 H.Takei
ミカン科 Zanthoxylum piperitum 山椒 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 大坂碧
ミカン科 Zanthoxylum piperitum DC. サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29 半谷純也 半谷純也
ミカン科 Zanothoxylum piperitum サンショウ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
ミカン科 Zanothovylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
ミカン科 Zanothoxylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
ミカン科 Orixa japonica コクサギ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
ミカン科 Zanthoxylum piperitum 山椒 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ミカン科 Zanothovylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum 山椒 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ミカン科 Zanothovylum piperitum サンショウ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29
ミカン科 Fagara mantchurica イヌザンショウ 神奈川県川崎市麻生区栗平2丁目 1998.9.11 武井尚 片柳圭
ミカン科 Zanthoxylum piperitum 山椒 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ミカン科 Xanthoxyum piperitum DC. サンショウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 伊藤雅紀 伊藤雅紀
ミカン科 Xanthoxyum piperitum DC. サンショウ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔
ミカン科 Zanthoxylum piperitum DC. サンショウ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 岸　未央 清遠　貴文岸　未央
ミカン科 Zanthoxylum piperitum(L..)DC. サンショウ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 甲把　和也甲把　和也
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 神村佑
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.05.29 香月正樹 香月正樹 酒井玲奈
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 後藤謙太
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.5.29
ミカン科 Zanthoxylum piperitum L. サンショウ 山梨県小菅村 2005.05.29
ミズアオイ科 Monochoria vaginalis コナギ 神奈川県川崎市宮前区平３丁目 1999.9.19 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
ミズアオイ科 Monochoria vaginalis コナギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 片柳圭
ミズキ Cornus Controversa ミズキ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ミズキ Cornus Controversa ミズキ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
ミズキ Aucuba japonica Thumb アオキ 神奈川県川崎市中葉区井田長瀬緑地 1997.6.21 武井尚 武井尚 半谷純也
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ Ｃｏｒｎｕｓ　ｍａｃｒｏｐｈｙｌｌａ クマノミズキ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ミズキ Cornaceae ミズキ 神奈川県川崎市宮前区水沢1丁目 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚



ミズキ Cornaceae ミズキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚
ミズキ Cornus macrophylla Wallich C.crispula Hance,C.brachypoda C.A.Meyer,C.taiwanensis Kanehiraクマノミズキ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 神奈川県川崎市麻生区多摩美１丁目 1996.5.14 武井尚 H.Takei
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ swida macrophylla クマノミズキ 神奈川県川崎市麻生区黒川 武井尚 武井尚
ミズキ Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ Cornus macrophylla Wallich クマノミズキ 神奈川県川崎市麻生区細山6丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 金子尚晃
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 神奈川県川崎市麻生区多摩美1丁目 1996.5．14 武井尚 H.Takei 木本敬行
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ミズキ科 Aucuba japonica Thunb. アオキ 神奈川川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 武井尚 坂本慎司
ミズキ科 Heluingia japonica(Thunb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ミズキ科 Cornus macrophylla クマノミズキ 神奈川県川崎市高津区上作延 武井尚 武井尚
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ミズキ科 Helwingia japonica ハナイカダ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ミズキ科 Cornus Kousa Buerge exHance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ミズキ科 Aucuba japonica Thunb アオキ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.9.19 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ミズキ科 Aucuba japonica Thunb アオキ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1999.9.19 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ミズキ科 Cornus controversa Hemsl ミズキ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ミズキ科 Helwingia japonica  Blume ハナイカダ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
ミズキ科 Helwingia japonia(Thumb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
ミズキ科 Heelwingia japonica(Thumb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
ミズキ科 Helwingia japonica (Thunb.) F. G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
ミズキ科 Helwingia japonica F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
ミズキ科 Cornus macrophylla Wallich クマノミズキ 神奈川県川崎市高津区久未 1999.4.30 武井　尚 武井　尚 丸山　瑛
ミズキ科 Heluingia japonica(Thunb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus  kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村
ミズキ科 Helwingia japonica ハナイカダ 山梨県小菅村
ミズキ科 Cornus Kousa Buerge exHance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Helwingia japonica (Thunb.) F. G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ミズキ科 Heluingia japonica(Thunb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus  kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村
ミズキ科 Helwingia japonica ハナイカダ 山梨県小菅村



ミズキ科 Cornus Kousa Buerge exHance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Helwingia japonica (Thunb.) F. G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ミズキ科 Heluingia japonica(Thunb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus  kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ミズキ科 Cornus  kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
ミズキ科 Heluingia japonica(Thunb.)F.G.Dietr ハナイカダ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus  kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus Kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村
ミズキ科 Helwingia japonica ハナイカダ 山梨県小菅村
ミズキ科 Cornus Kousa Buerge exHance ヤマボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa Buerger ex Hance ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus kousa ヤマボウシ 山梨県小菅村 2003.6.29
ミズキ科 Cornus　canadensis ミズキ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ミズキ科 Cornus controversa Hemsley. ミズキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 横山昌佳
ミズキ科 Cornus controversa Hemsley. ミズキ 神奈川県川崎市宮前区水沢1丁目 1998.10.3 武井尚 武井尚 横山昌佳
ミズキ科 Cornus controversa Hemsley. ミズキ 神奈川県川崎市中東区上丸子天神町多摩川東 1997.9.2 武井尚 武井尚 横山昌佳
ミズキ科 Cornus controversa Hemsley. ミズキ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
ミズキ科 Helwingia japonica (Thunb.) F.G.Dietr. ハナイカダ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.4.25 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ミズキ科 Cornus controversa Hemsley C. ミズキ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.9.6 武井尚 武井尚 庄田千恵
ミズキ科 Aucuba japonica Thunb. アオキ 山梨県北都留郡小菅村中組 ２００６．７．１ 山城　裕貴山城　裕貴
ミズキ科 Aucubu japonica アオキ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９６０．５．１４ 武井　尚 武井　尚
ミズキ科 Cornus macrophylla クマノミズキ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地　 1997 6 21 武井尚 武井尚 宋玉
ミズニラ科 Equistetum Arvense スギナ 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚
ミソ scutellariabradhyspica オオタツナミソウ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 武井尚 武井尚
ミソハギ Ｌｙｔｈｒｕｍ　ａｎｃｅｐｓ ミソハギ 神奈川県川崎市宮前区神木本町森林公園 １９９５．９．１ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ミソハギ科 Lythracease ミソハギ 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 1995.8.25 武井尚 武井尚 横山昌佳
ミツバウツギ Euscaphis japonica ゴンズイ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ミツバウツギ科 Euscaphis japonica　 ゴンズイ 神奈川県川崎市多摩区西生田7丁目 1996.5.14 武井 尚 武井 尚
ミョウガ zingiber mioga ミョウガ 神奈川県川崎市高津区久末 武井尚 武井尚
ムラサキ Bothriospermum tenellum ハナイバナ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5.3 武井尚 武井尚 半谷純也
ムラサキ Trigonotis peduncularis キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区扇町 1996.5.3 武井尚 武井尚 半谷純也
ムラサキ Bothriospermum tenellum ハナイバナ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ムラサキ Trigonotis peduncularis キュウリグサ 神奈川県川崎市宮前区野川 1999.4.30 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ムラサキ Myosotis discolor ワスレナグサ 神奈川県川崎市宮前区神本本町森林公園 1995.9.1 武井　尚 T.Katsuyama中村千尋
ムラサキ Ｓｙｍｐｈｙｔｕｍ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ ヒレハリソウ（コンフリー） 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 ９９．５．１４ 武井　尚 武井　尚
ムラサキ Trigonotis Peduncularis Benth キュウリグサ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 19990406 武井尚 武井尚 小林　源地



ムラサキ科 Bothriospermum(hornemann)Fischer et mey. ハナイバナ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ムラサキ科 Trigonrtis peauncularis (TREVIR) BENTH キュウリグサ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 武井尚 中谷冴一
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis キュウリグサ(キウリグサ) 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目 1999.05.07 武井尚 武井尚 兵働隆志
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis キュウリグサ 東京都町田市小野路町T史環境保存地区 1992,4,6 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Symphytum officinale L.. ヒレハリソウ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (Hornemann)　Fischer et Meyハナイバナ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 大和満美
ムラサキ科 torigonotis peduncularis キウリグサ 神奈川県川崎市麻生区細山1丁目 1996.5.30 武井尚 片柳圭
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (Hornemann) Fischer et Meyハナイバナ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1998.10.28 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (Hornemann) Fischer et Mey.ハナイバナ 神奈川県厚木市飯山町之林 1984.4.30 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis (TREVIR.) BENTH. キュウリグサ 長野県下伊那郡天龍村中井侍 1961,4,30 武井尚 檜山庫之
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (Hornemann) Fischer et Mey.ハナイバナ 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1985,6,4 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis penduncularis (Trevir.) Benth キュウリグサ 神奈川県厚木市岡津古久町森ノ下 1984.5.15 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis penduncularis (Trevir.) Benth キュウリグサ 神奈川県厚木市岡津古久町森ノ下 1984.5.15 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis (TREVIR.)BENTH キュウリグサ 神奈川県横浜市戸塚区小菅ヶ谷町 １９８５,４,１７ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ムラサキ科 Lithospermum Zollingeri A. DC. ホタルカズラ 東京都町田市金井町薬師町付近 1976.5.1 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (HORNEM.) FISEH. et MEY      ハナイバナ 神奈川県大和市上和田下ノ原 1984.5.21 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Symphytum officinale L.. ヒレハリソウ 神奈川県川崎市川崎区千島町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ムラサキ科 Triganotis peduncolaris (Trevir.) Benth. キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ムラサキ科 Symphytum officinale L.. ヒレハリソウ 神奈川県川崎市川崎区千島町 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ムラサキ科 Triganotis peduncolaris (Trevir.) Benth. キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区千島町（公園） 1996.4.28 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum Fischer ハナイバナ 神奈川県川崎市高津区下作延 1998.10.20 武井　尚 武井　尚
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum (Hornenunn)Fischere Meyハナイバナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1999.05.26 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum( Hornenunn)Fischere Meyハナイバナ 神奈川県川崎市川崎区浮島町（公園） 1999.04.24 武井尚 武井尚
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis Benth. キュウリグサ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.4.30 武井尚 武井尚 上田香織
ムラサキ科 Bothriospermum tenellum(Hornemann) Fischer et Megハナイバナ 神奈川県厚木市酒井町スポーツ広場 1984.9.27 武井尚 武井尚 上田香織
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis キュリグサ 神奈川県川崎市多摩区西生田2丁目 1996.5.10 武井 尚 武井 尚
ムラサキ科 Lithospermum Zollingeri Dc. ホタルカズラ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis benth キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区京町３丁目 1996.5.10
ムラサキ科 Trigonotis peduncularis Benth. キュウリグサ 神奈川県川崎市川崎区東扇島 1996.5.23 武井　尚 武井　尚 後藤謙太
メギ nandina domestika ナンテン 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
メギ epimedium grandiflorum morren e.maeranrtumイカリソウ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 H-Takei 
メギ berberis thunbergiidc. メギ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1949.8.10 武井尚 檜山康三
メギ Euptelea polyandra フサザクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
メギ Euptelea polyandra フサザクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
メギ Mahonia nutt ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市高津区上作延線ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 寺田大和
メギ Ｎａｎｄｉｎａ　ｄｏｍｅｓｔｉｃａ ナンテン 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
メギ Euptelea polyandra フサザクラ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
メギ Euptelea polyandra フサザクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
メギ Euptelea polyandra フサザクラ 山梨県小菅村 2002.7.7
メギ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
メギ科 Berberis Thun bergii DC メギ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.4.10 武井尚 武井尚 土屋　利法
メギ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11



メギ科 Aquilegia buergeriana ヤマオダマキ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
メギ科 Nandina domestica ナンテン 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
メギ科 Ｂｅｒｂｅｒｉｓ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ ＤＣ． メギ 長野県諏訪市諏訪神社上社々業 1960.7.31 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
メギ科 Berberis thunbergii メギ 長野県南佐久郡北相木村寄せ沢 １９７９．８．１２ 武井　尚 奥山 春季
メギ科 Mahonia japonica (Thunb)DC. ヒイラギナンテン 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
メギ科 Caulophyllum thalictroides ルイヨウボタン 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 奥山春季
メギ科 Epimedium grandinensis Marren イカリソウ 東京都町田市野津田町野津田公園 1992.4.18 武井尚 武井尚
モウセンゴケ科 Drosera rotundiforia モウセンゴケ 長野県下高井郡山ノ内志賀高原 1952.8.20 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 Drosera rotundiforia モウセンゴケ 千葉県茂原市 1950.6.18 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 Drosera indica L.. ナガバノイシモチソウ 千葉県長生郡一ノ宮町東浪見海岸 1951.9.23 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 D*obovata Mart サジバモウセンゴケ 群馬県利根郡尾瀬沼付近 1947.7.7 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 Drosera anglica ナガバノモウセンゴケ 群馬県利根郡片品村尾瀬ヶ原 1951.7.24 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 Drosera peltata イシモチソウ 千葉県茂原市 1950.6.18 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
モウセンゴケ科 Ｄｒｏｓｅｒａ ｒｏｔｕｎｄｉｆｏｌｉａ Ｌ． モウセンゴケ 長野県諏訪市霧が峰湿原 1948.8.18 武井尚 ？
モクセイ Osmanthus Heterophyllus ヒイラギ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
モクセイ Osmanthus Heterophyllus ヒイラギ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
モクセイ Osmanthus Heterophyllus ヒイラギ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
モクセイ Osmanthus Heterophyllus ヒイラギ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1995.5.14 武井尚 武井尚 日向野敏
モクセイ Ligustrum lucidum ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 神奈川県川崎市宮前区水沢１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
もくせい Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉｕｍ イボタノキ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
もくせい Ｆｏｒｓｙｔｈｉａ　ｖｉｒｉｄｉｓｓｉｍａ シナ　レンギョウ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚 天野　一輝
モクセイ ヒイラギ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
モクセイ Osmanthus heterophyllus ヒイラギ 神奈川県川崎市高津区子母口 １９９９．６．１０ 武井　尚 武井　尚 高塚　賢
モクセイ Fraxinus　mandshurica ヤチダモ 東京都小金井市小金井公園正門東 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
モクセイ Syringa　reticulate ハシドイ 東京都小金井市小金井公園ゆりのき広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
モクセイ Ligustrum lucidum トウネズミモチ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
モクセイ Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉｎｍ イボタノキ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
モクセイ Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉｎｍ イボタノキ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
モクセイ Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉｎｍ イボタノキ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
モクセイ ※ヒイラギOsmantbus heterophyllusと、ギンモクセイOsmantbus fragrans var. fragransの雑種といわれている。ヒイラギモクセイ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 19990415 武井尚 武井尚 岡部亮
モクセイ Ligustrum tschonoskii　　 ミヤマイボタ 長野県南佐久郡北相木村越ヶ岳 1976.5.31 武井尚 林弥栄 金子尚晃
モクセイ Grossy Privet トウネズミモチ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩川東 19960602 武井尚 武井尚 小林　源地
モクセイ Ligustrum obtusifolium sieb. et Zucc. イボタノキ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.14 武井　尚 武井　尚
モクセイ科 Forsythia suspensa (Thumb.) Vahl Rangium suspensum (Thumb.) Ohwiレンギョウ 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
モクセイ科 Ligustrum Blume L..japonicum トウネズミモチ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.9.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
モクセイ科 Forsythia suspensa レンギョウ 神奈川県川崎市川崎区田町3 1996/5/6 武井尚 武井尚 千葉隆広
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市大師河原１丁目多摩川原 1996.4.3 武井尚 武井尚 針谷ゆき
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
モクセイ科 L..lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市川崎区藤崎２丁目 1996.9.4 武井尚 武井尚 工藤圭太朗
モクセイ科 Ligstrum lucidum トウダイネズミモチ 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　４丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
モクセイ科 Ligustrum japonicum ネズミモチ 神奈川県川崎市高津区千年　ふれあいの森 １９９９．１０．２３武井　尚 武井尚 山本教裕
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市幸区小向多摩川原 1996.6.20 武井尚 武井尚 大和満美



モクセイ科 Ligstrum rucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
モクセイ科 Ligstrum japonicum ネズミモチ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 片柳圭
モクセイ科 Lingustrum Obtusitolium イボタノキ 神奈川県川崎市宮前区大蔵二丁目 1999.4.15 武井尚 H.takei
モクセイ科 Ligustrum ob usifolium Sieb. Et Zucc. イボタノキ 東京都町田市常磐町尾根林道 1992,4,6 武井尚 武井尚
モクセイ科 Ligustrum Tschonoski Decne. ミヤマイボタ 静岡県　富士須走 1942,6,13 武井尚 奥山春季
モクセイ科 Forsythia japonica Makino ヤマトレンギョウ 神奈川県川崎市多摩区菅仏谷１丁目 1999.3.30 武井尚 武井尚
モクセイ科 Ligustrum lucidium Ait. トウネズミモチ 神奈川県川崎市中東区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 横山昌佳
モクセイ科 Ligustrum lucidium Ait. トウネズミモチ 神奈川県川崎市幸区小日向多摩川東 1996.6.20 武井尚 武井尚 横山昌佳
モクセイ科 Ligustrum obtusifolium Sieb. イボダノキ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.5.29 武井　尚 武井　尚
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait. トウネズミモチ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999.4.22 武井尚 武井尚 庄田千恵
モクセイ科 トワネズミモチ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚
モクセイ科 Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　obtusifolium Sieb et Zucc イボタノキ 神奈川県川崎市高津区　緑ヶ丘霊園 1998.10.20 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
モクセイ科 Ligustrum lucidum Ait トウネズミモチ 神奈川県川崎市高津区久本1丁目 1999.6.10 武井　尚 武井　尚 木下　瑛治
モクセイ科 Osmanthus ilicifolius Mouillefert ヒイラギ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井　尚 武井　尚 王　ウンショウ
モクマオウ科 Casuarina equisetifolia L.. トキワギョリュウ 沖縄県糸満市喜屋武 1998.2.15 武井尚 武井尚
モクレン maｇnolia borealis(sargent)kudo in hokkaido-yakuyosyokubutsu-duiplコブシ 長野県諏訪市唐沢山 1951.8.25 武井尚 H-Takei 
モクレン magnolia liliflora desr.m.discolor vent. モクレン 長野県諏訪市諏訪神社上社 1960.7.31 武井尚 H-Takei
モクレン magnolia borealis(sargent)kudo in hokkaido-yakuyosyo kubutsu-duipl.コブシ 長野県諏訪郡富士見町入笠村 1963.8.10 武井尚 H-Takei
モクレン Magnolia denudata Desr ハクモクレン 東京都町田市金井町 1979.5.15 武井尚 武井尚 宮内健太郎
モクレン Magnolia salicifolia (Sieb.et zucc) Maxim タムシバ 長野県上水内郡鬼無里村自然園 1969.8.26 武井尚 奥山春季 宮内健太郎
モクレン Liriodendron Tulipifera ユリノキ 東京都新宿区四岩１丁目新宿御苑 93.8.28 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
モクレン Liriodendron tulipifera L. ユリノキ 神奈川県川崎市麻生区細山街路樹 19870828 武井尚 武井尚 岡部亮
モクレン科 Magnolia borealis コブシ 神奈川県川崎市多摩区西生田２丁目（栽） 2004.3.20 武井　尚 武井　尚
モクレン科 Kadsura japonica(L..)Dungl Uvaria japonica L.. サネカズラ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
モクレン科 Magnolia paecocissima コブシ 神奈川県大和市下鶴間公所 1983,5,3 武井尚 大場達之
モクレン科 Magnolia paecocissima コブシ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984,11,7 武井尚 大場達之
モクレン科 Magnolia paecocissima コブシ 神奈川県大和市下和田梅ノ木下 1883,8,3 武井尚 武井尚
モクレン科 Magnolia  borealis(Sargent)Kubo コブシ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井　尚 武井　尚
モクレン科 Magnolia obovata Thunb. ホオノキ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006,7,2 王贇翔 王贇翔
モクレン科 Magnolia borealis (Sargent) Kubo コブシ 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.6.10 武井尚 武井尚 横山昌佳
モクレン科 Magnolia obovata Thunb.M.hypoleuca  et Zucc.ホオノキ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 近藤直紀 近藤直紀
モクレン科 Magnolia kobus コブシ 神奈川県川崎市多摩区西生田2丁目 1996.5.30 武井 尚 武井 尚
モクレン科 Mangnolia obovata Thunb ホオノキ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚
モチノキ Ilex crenata イヌツゲ 神奈川県川崎市宮前区初山１ 1999.05.14 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
モチノキ Ilex serrata ウメモドキ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼９丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
モチノキ Ilex crenata ｲﾇﾂｹﾞ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1999,4,22 武井尚 武井尚 佐藤栄作
モチノキ Ilex crenata Thunb. イヌツゲ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.30 武井　尚 武井　尚
モチノキ科 Ilex crenata Thunb イヌツゲ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
モチノキ科 Ilex crenata Thunb イヌツゲ 神奈川県川崎市麻生区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚
モチノキ科 Ilex crenata Thunb イヌツゲ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.12 武井尚 武井尚 坂本和慶
ヤシ Trachycarpus Foutuei シュロ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ヤシ Ｔrachycarpus Fortunei シュロ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾
ヤシ Ｔrachycarpus Fortunei シュロ 神奈川県川崎市川崎区大師河原二丁目 1996.11.10. 武井　尚 武井　尚 松岡　晋吾



ヤシ Trachycarpus Fortunei シュロ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヤシ科 Trachycarpus Fortunei シュロ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 1996.4.13 武井尚 武井尚
ヤシ科 Trachycarpus fortunei (Hook) H.Wendl シュロ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ヤナギ Populus deltoides ナミキドロ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目多摩川原１９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 肥後　貴之
ヤナギ Ｓａｌｉｘ　Ｇｉｌｇｉａｎａ （ナガバ）カワヤナギ 神奈川県川崎市高津区宇奈根多摩川原 １９９８．９．５ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ヤナギ Salix Gilgiana ナガバカワヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．１０．１６武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヤナギ Salix Gilgiana ナガバカワヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．９．２７ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヤナギ Salix Gilgiana ナガバカワヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川原 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ヤナギ Salix　ｇｉｌｇｉａｎａ カワヤナギ 神奈川県川崎市中原区上丸手山王町多摩川東 １９９７．６．２ 武井　尚 武井　尚
ヤナギ Populus deltoides ナキミドロ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
ﾔﾅｷﾞ Populus Sieboldii ﾔﾏﾅﾗｼ 長野県北佐久郡長門町 1991.9.10 武井尚 武井尚
ヤナギ Salix japonica Thunb シバヤナギ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1978.5.6 武井尚 林弥栄 金子尚晃
ヤナギ Salix subfragilis Anders タチヤナギ 神奈川県川崎市幸区古市場多摩川東 19960620 武井尚 武井尚 小林　源地
ヤナギ S.brachystachys Fr. et Sav. non Bentham カワヤナギ 長野県南佐久郡北相木町村、大平 1983.7.31 武井　尚 林　弥栄
ヤナギ科 salix integra Thunberg S. イヌコリヤナギ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ヤナギ科 Salix Bakko バッコウヤナギ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 北條翔子
ヤナギ科 Populas daltoides Mavrsh ナミキドロ 神奈川県川崎市大師河原1丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚 前田理絵
ヤナギ科 Salix bakko バッコヤナギ 長野県南伏久郡北相木村下木沢 1971.4.30 武井尚 林弥栄 大竹孝宏
ヤナギ科 Salix Gilgiana カワヤナギ 神奈川県川崎市殿町３丁目多摩川原東 １９９５．９．２７ 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ヤナギ科 S.babylonica L シダレヤナギ 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町多摩川緑地1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ヤナギ科 Salix babylonica L シダレヤナギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜３丁目 １９９６．７．６ 武井尚 武井　尚 早川光也
ヤナギ科 Salix Gilgiana Seemen S.purpurea var. sericea Seemen non Wimm.,S.gymnolepis Level.et Vant,purpurea subsp.gymnolepis(Levet.et Vant.) Koidzumiナガバカワヤナギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
ヤナギ科 Salix subfragilis Andersson タチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 和田綾子
ヤナギ科 Populua deltoides Marsn ナミキドロ 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1996.5.26 武井尚 武井尚 重田拓郎
ヤナギ科 Salix Bakko Kimura ヤマネコヤナギ（バツコヤナギ） 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 大和満美
ヤナギ科 Salix Bakko Kimura ヤマネコヤナギ（バツコヤナギ） 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.4.8 武井尚 武井尚 大和満美
ヤナギ科 Salix gilgiana Seemen カワヤナギ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ヤナギ科 Ｓａｌｉｘ integra Ｔｈｕｎｂｅｒｇ イヌコリヤナギ 長野県茅野市立科渋温泉付近 1960.8.1 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ
ヤナギ科 Salix Bakko Kimura ネコヤナギ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.08.03 武井尚 檜山庫三 王　ウンショウ
ヤナギ科 Salix integra Thunb. イヌコリヤナギ 東京都町田市野津田町野津田緑地 1992.6.22 武井尚 武井尚
ヤナギ科 Salix japonica Thunberg シバヤナギ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚
ヤナギ科 Salix japonica Thunberg シバヤナギ 東京都町田市下小山田町 1992,4,29 武井尚 武井尚
ヤナギ科 Salix．x eriocataphylla Kimura: S．bakko Kimura x S．japonica Thunb.シグレヤナギ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.8.3 武井尚 檜山康三
ヤナギ科 Salix．x eriocataphylla Kimura: S．bakko Kimura x S．japonica Thunb.シグレヤナギ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.8.3 武井尚 檜山康三
ヤナギ科 Salix Gilgiana Seemen S. カワヤナギ ナガバカワヤナギ神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚 近藤直紀
ヤナギ科 Salix babylonica L .var.Lavallel Dode シダレヤナギ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ヤブコウジ Ardisia japonica ヤブコウジ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ヤブコウジ Polygonatum la sianthum ヤブコウジ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ヤブコウジ Ardisia crenata マンリョウ 神奈川県川崎市高津区上作延線ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 寺田大和
ヤブコウジ科 Ardisia crenata Sims マンリョウ 神奈川県川崎市宮前区初山一丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 中谷冴一
ヤブコウジ科 Ardisia japonica ヤブコウジ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井尚 武井　尚 早川光也
ヤブコウジ科 Ardisia japonica (Thunb.) Blume Bladhia japonica Thunb.ヤブコウジ 東京都町田市常盤町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
ヤブコウジ科 Ardisia crenata Sims マンリョウ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚



ヤブコウジ科 Ardisia crenata Sims マンリョウ 東京都町田市常磐町尾根緑道 1992.4.6 武井尚 武井尚
ヤブユウジ Ardisia　crenata マンリョウ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘霊園 １９９８．１０．２０武井　尚 武井　尚
ヤマイモ科 Dioscorea tokoro MAK. オニドコロ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚 針谷ゆき
ヤマイモ科 Dioscorea batatas Decne. ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井　尚 武井　尚
ヤマゴボウ Ｐｈｙｔｏｌａｃｃａ　ａｍｅｒｉｃａｎａ　Ｌ． ヨウシュ　ヤマゴボウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ヤマゴボウ Ｐｈｙｔｏｌａｃｃａ　ａｍｅｒｉｃａｎａ　Ｌ． ヨウシュ　ヤマゴボウ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ヤマゴボウ ｐｈｙｔｏｌａｃｃａａｍｅｒｉｃａｎａ ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L. (E) common pokeweedヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996．7.26 武井尚 武井尚 西村俊
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 1996.7.22 武井尚 武井尚 柳沼尚紀
ヤマゴボウ科 P.americana L ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1997.6.2 武井尚 武井尚 大坂碧
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区台町 １９９６．９．４ 武井尚 武井　尚 早川光也
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L.. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目 1996．8.22 武井　尚 武井　尚 三枝俊平
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目 1996.7.22 武井　尚 武井　尚 渡辺　鉄平
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区日の出２丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L.. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区日の出2丁目 1996.7.19 武井尚 武井尚 品川紀子
ヤマゴボウ科 Phytolacca americana L.. ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 品川紀子
ヤマノイモ Dioscorea japonica ヤマノイモ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ヤマノイモ Dioscorea bototos ナガイモ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ヤマノイモ dioscorea tokoro makino オニドコロ 沖縄県国領郡今帰仁村 1998.10.10 武井尚 H-Takei
ヤマノイモ dioscorea batatas decne ナガイモ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 1998.8.8 武井尚 H-Takei
ヤマノイモ Dioscorea Tenuipes ヒメドコロ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
ヤマノイモ Dioscorea Tenuipes ヒメドコロ 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目 1996.5.30 武井尚 武井尚 日向野敏
ヤマノイモ Dioscorea bulbifera ﾆｶﾞｶﾞｼｭｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ヤマノイモ Dioscorea bulbifera ﾆｶﾞｶﾞｼｭｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ヤマノイモ Dioscorea bulbifera ﾆｶﾞｶﾞｼｭｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ヤマノイモ Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ　Ｔｏｋｏｒｏ オニドコロ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ヤマノイモ Diosco　tokoro　 オニドコロ 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 １９９７．６．１４ 武井　尚 武井　尚
ヤマノイモ Dioscorea　batatas　pecne　 ナガイモ 神奈川県川崎市中原区井田 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚
ヤマノイモ Dioscorea japonica ヤマノイモ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ヤマノイモ Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ　ｔｏｋｏｒｏ オニドコロ 神奈川県川崎市川崎区南濃田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ヤマノイモ Dioscorea bulbifera ﾆｶﾞｶﾞｼｭｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ヤマノイモ Dioscorea bulbifera ﾆｶﾞｶﾞｼｭｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ﾔﾏﾉｲﾓ Dioscorea tokoro ｵﾆﾄﾞｺﾛ 千葉県我孫子市根戸 2002.7.26 ｘｘ ｘｘ
ヤマノイモ Dioscorea batatas ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.6.6 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヤマノイモ Dioscorea batatas ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目 1996.7.6 武井尚 武井尚 金子尚晃
ヤマノイモ科 Dioscorea batatas ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区池上新町 1996.7.22 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ヤマノイモ科 Dioscorea japonica ヤマノイモ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚 岡部奈津子
ヤマノイモ科 Dioscorea Tokoro オニドコロ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ヤマノイモ科 Dioscorea tokoro オニドコロ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 武井尚 武井尚
ヤマノイモ科 Dioscorea tenuipes Er.et Sav ヒメドコロ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 土屋　利法
ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Decane ナガイモ 神奈川県川崎市幸区南加瀬２丁目 1996.6.12 武井尚 武井尚 土屋　利法
ヤマノイモ科 Dioscorea batatas ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10 武井尚 武井尚 前田理絵
ヤマノイモ科 Dioscorea japonica ヤマノイモ 神奈川県川崎市川中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚 前田理絵



ヤマノイモ科 D.batatas Decne ナガイモ 神奈川県川崎市中原区上小田中七丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚 大坂碧
ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田　綾子和田　綾子渡辺　鉄平
ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤマノイモ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田　綾子和田　綾子重田拓郎

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunberg ヤモノイモ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｂａｔａｔａｓ Ｄｅｃｎｅ ナガイモ 神奈川県川崎市幸区小間 1996.6.20 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｂａｔａｔａｓ Ｄｅｃｎｅ ナガイモ 神奈川県川崎市中原区新丸子東 1997.6.2 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｔｏｋｏｒｏ Ｍａｋｉｎｏ オニドコロ 神奈川県川崎市幸区小倉 1997.6.8 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｂａｔａｔａｓ Ｄｅｃｎｅ ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区港町 1996.8.22 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｂａｔａｔａｓ Ｄｅｃｎｅ ナガイモ 神奈川県川崎市中東区井田 1997.6.21 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｂａｔａｔａｓ Ｄｅｃｎｅ ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目 1996.9.11 武井尚 Ｔ、Ｋａｔｓｕｙａｍａ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ japonica Ｔｈｕｎｂｅｒｇ ヤマノイモ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ Ｔｏｋｏｒｏ Ｍａｋｉｎｏ オニドコロ 神奈川県川崎市高津区上作延 1998.10.20 武井尚 Ｈ、Ｔａｋｅｉ

ヤマノイモ科 Dioscorea　japonica ヤマノイモ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠

ヤマノイモ科 オニドコロ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠

ヤマノイモ科 Dioscorea tenuipes Fr. et Sav. ヒメドコロ 東京都町田市小野路町歴史環境保存地区 1992.5.12 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea japonica Thunb ヤマノイモ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 １９９７,１０,１０ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀

ヤマノイモ科 Dioscrea japonica Sieb. et Zucc. ヤマノイモ 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目 1996.7.26 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Decne. ナガイモ 神奈川県川崎区鋼管通2丁目 1996.9.11 武井　尚 武井　尚

ヤマノイモ科 Dioscorea tenuipes Fr.et Sav. ヒメドコロ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.5.9 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真

ヤマノイモ科 Dioscorea tokoro オニドコロ 神奈川県川崎市高津区上作進 1998.10.20 武井尚 ＜なし＞ 上田香織

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Decne ナガイモ 神奈川県川崎市川崎区池上新町２丁目 1996.7.22 武井尚 武井尚 上田香織
ヤマノイモ科 Dioscorea tokoro オニドコロ 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 1998.5.9 武井 尚 武井 尚

ヤマノイモ科 Dioscorea tenuipes ヒメドコロ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 ２０００．５．１０ 武井　尚 武井　尚

ヤマノイモ科 Dioscorea batatas ナガイモ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９６．７．２０ 武井　尚 武井　尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Thunberg ヤマノイモ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1995.7.11 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Thunberg ヤマノイモ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.9.28 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Thunberg ヤマノイモ 神奈川県川崎市宮前区大蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 カツヤマ

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Decne ナガイモ 神奈川県川崎市中原区新丸子橋 1997.6.2 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatas Decne ナガイモ 神奈川県川崎市幸区堀川町 1996.6.20 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatos Decne ナガイモ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚

ヤマノイモ科 Dioscorea Batatos Decne ナガイモ 神奈川県川崎市中原区上小田中７丁目 1997.6.28 武井尚 武井尚



ヤマノイモ科 Dioscorea tokoro Makino オニドコロ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚

ヤマモモ Myrica rubra Sieb. et. Zucc. ヤマモモ 千葉県千葉市高津北高浜団地 1984.7.17 H. Takei

ユキノシタ sexiflaga stlorifera ユキノシタ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航

ユキノシタ sexiflaga stlorifera ユキノシタ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航

ユキノシタ Hydrangea luteove nosa. マガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航

ユキノシタ A stille Thunbergil Lsieb アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航

ユキノシタ Hydrangea scandens ガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航

ユキノシタ Hydrangea macrphylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航

ユキノシタ cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11 石倉航 石倉航 石倉航

ユキノシタ saxifraga stolonifera meerb. ユキノシタ 神奈川県川崎市高津区久末 1998.10.10 武井尚 H-Takei

ユキノシタ hydrangea paniculata sieb.h.sachalinensis lev.ノリウツギ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 奥山春季

ユキノシタ deutzia maximowicziana makino ウラジロウツギ 東京都小金井市 2003.7．3 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ deutzia gracilis sieb.et zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ hydrangea macrophylla subsp. Serrata(thunb.)makino ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ hydrangea involucrata sieb. H.cuspidata makino excl.タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 高柳友美 高柳友美

ユキノシタ Deinanthe Bifida ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Peltoboykinia ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Deinanthe Bifida ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏

ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Peltoboykinia ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Ribes Fasciculatum ヤブサンザシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 日向野敏 日向野敏 日向野敏
ユキノシタ Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ユキノシタ Astilbe thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ユキノシタ ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山
ユキノシタ hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｄｒａ ａｌｔｅｒｎｉｆａｌｉａ クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ａｓｔｉｌｂｅ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7



ユキノシタ Hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Peltoboykinia Watanabei ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Hydrangea hitra コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Cardiandra alternifolia ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ　ｈｉｔｒａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ａｓｔｉｂｅ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｎｄｒａ　ａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉａ ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Tanakaea radicans イワユキノシタ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Deinanthe bifida ギンバイソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thumbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe thundergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astibe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thunbergii アカショウマ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Mitella japonica オオチャメルソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta ｺｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7



ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylia ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergil アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ deutzia gracilis sieb.et zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea macrophylla subsp. Serrata(thunb.)makino ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea involucrata sieb. H.cuspidata makino excl.タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Rodgersia podophylla A.Gray ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea hirta(Thumb.)Sieb.et Zucc. コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Astibe thunbergii(Sieb.et Zucc.)Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea macrophlla subsp.serrata(Thunb.)Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ Astilbe thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ hydrangea macrophylla sdubsp 小菅村
ユキノシタ peltoboykinia watanabei 小菅村
ユキノシタ Hydrangea luteove nosa. マガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ A stille Thunbergil Lsieb アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ Hydrangea scandens ガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ Hydrangea macrphylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山
ユキノシタ hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｄｒａ ａｌｔｅｒｎｉｆａｌｉａ クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ａｓｔｉｌｂｅ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Peltoboykinia Watanabei ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Hydrangea hitra コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Cardiandra alternifolia ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ　ｈｉｔｒａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ａｓｔｉｂｅ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｎｄｒａ　ａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉａ ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Tanakaea radicans イワユキノシタ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Deinanthe bifida ギンバイソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7



ユキノシタ Astilbe thumbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe thundergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astibe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thunbergii アカショウマ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Mitella japonica オオチャメルソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta ｺｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylia ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergil アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ deutzia gracilis sieb.et zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea macrophylla subsp. Serrata(thunb.)makino ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea involucrata sieb. H.cuspidata makino excl.タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Rodgersia podophylla A.Gray ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea hirta(Thumb.)Sieb.et Zucc. コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Astibe thunbergii(Sieb.et Zucc.)Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea macrophlla subsp.serrata(Thunb.)Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ Astilbe thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ hydrangea macrophylla sdubsp 小菅村
ユキノシタ peltoboykinia watanabei 小菅村



ユキノシタ Hydrangea luteove nosa. マガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ A stille Thunbergil Lsieb アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ Hydrangea scandens ガクウツギ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ Hydrangea macrphylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ Saxifraga stolonifera ユキノシタ 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目森林公園1999.5.2 武井尚 武井尚 寺田大和
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 寺田大和 寺田大和 寺田大和
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7. 松岡　晋吾松岡　晋吾松岡　晋吾
ユキノシタ Deutzia crenata ウツギ 神奈川県川崎市幸区南加瀬１丁目 武井尚 H.Takei 横田秀一
ユキノシタ Peltoboykinia Watanabei ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ユキノシタ Hydrangea hitra コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ユキノシタ Cardiandra alternifolia ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ　ｈｉｔｒａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
ユキノシタ Ａｓｔｉｂｅ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｎｄｒａ　ａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉａ ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 天野　一輝天野　一輝天野　一輝
ユキノシタ Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユキノシタ Tanakaea radicans イワユキノシタ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユキノシタ Deinanthe bifida ギンバイソウ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユキノシタ Astilbe thumbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 馬場　美智子M.baba 馬場　美智子
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
ユキノシタ Astilbe thundergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07 中村　竜治中村　竜治中村　竜治
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 西村　祐士西村　祐士西村　祐士
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ユキノシタ Hydrangea macrophylia ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ユキノシタ Astilbe Thunbergil アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7 桜井昌紀 桜井昌紀 桜井 昌紀
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作



ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
ユキノシタ Hydrangea hirta ｺｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7 佐藤栄作 佐藤栄作 佐藤栄作
ユキノシタ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 高塚　賢 高塚　賢 高塚　賢
ユキノシタ Deutzia　maximowicziana ウラジロウツギ 東京都小金井市小金井公園ユーカリ広場 ２００２．７．８ 茂木　直道茂木　直道
ユキノシタ Astibe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 宮内友紀 Y.Miyauchi宮内友紀
ユキノシタ Astilbe thunbergii アカショウマ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 東京都　　三頭山 2002.7.7 中村千尋 C．Nakamura中村千尋
ユキノシタ Ｄｅｕｔｚｉａ　ｃｒｅｎａｔａ ウツギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1998.8.8 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ユキノシタ Mitella japonica オオチャメルソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７ 阿部圭祐 阿部圭祐 阿部圭祐
ユキノシタ Rodgersia podophylla A.Gray ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ユキノシタ Hydrangea hirta(Thumb.)Sieb.et Zucc. コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ユキノシタ Astibe thunbergii(Sieb.et Zucc.)Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ユキノシタ Hydrangea macrophlla subsp.serrata(Thunb.)Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ユキノシタ ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山
ユキノシタ hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｄｒａ ａｌｔｅｒｎｉｆａｌｉａ クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ａｓｔｉｌｂｅ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Peltoboykinia Watanabei ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Hydrangea hitra コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Cardiandra alternifolia ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ　ｈｉｔｒａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ａｓｔｉｂｅ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｎｄｒａ　ａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉａ ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Tanakaea radicans イワユキノシタ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Deinanthe bifida ギンバイソウ 山梨県小菅村 2002.7.7



ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thumbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe thundergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astibe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thunbergii アカショウマ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Mitella japonica オオチャメルソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta ｺｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylia ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergil アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ deutzia gracilis sieb.et zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea macrophylla subsp. Serrata(thunb.)makino ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea involucrata sieb. H.cuspidata makino excl.タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Rodgersia podophylla A.Gray ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea hirta(Thumb.)Sieb.et Zucc. コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Astibe thunbergii(Sieb.et Zucc.)Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea macrophlla subsp.serrata(Thunb.)Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea macrophylla sdubsp 小菅村 片田元葵 片田元葵
ユキノシタ peltoboykinia watanabei 小菅村 片田元葵 片田元葵
ユキノシタ ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山



ユキノシタ hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｄｒａ ａｌｔｅｒｎｉｆａｌｉａ クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ａｓｔｉｌｂｅ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7.
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Peltoboykinia Watanabei ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Hydrangea hitra コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Cardiandra alternifolia ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ　ｈｉｔｒａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ａｓｔｉｂｅ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｎｄｒａ　ａｌｔｅｒｎｉｆｏｌｉａ ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Tanakaea radicans イワユキノシタ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Deinanthe bifida ギンバイソウ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thumbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe thundergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 1999.07.07
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astibe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Astilbe thunbergii アカショウマ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 東京都　　三頭山 2002.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Mitella japonica オオチャメルソウ 山梨県北都留郡小菅村三頭山付近 2002.７.７
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７



ユキノシタ Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユキノシタ Hydrangea macrophylla ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Astilbe Thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta ｺｱｼﾞｻｲ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002,7,7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Hydrangea macrophylia ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ Astilbe Thunbergil アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 H2.7.7
ユキノシタ hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ deutzia gracilis sieb.et zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea macrophylla subsp. Serrata(thunb.)makino ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ hydrangea involucrata sieb. H.cuspidata makino excl.タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Rodgersia podophylla A.Gray ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea hirta(Thumb.)Sieb.et Zucc. コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Astibe thunbergii(Sieb.et Zucc.)Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea macrophlla subsp.serrata(Thunb.)Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ Astilbe thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ﾕｷﾉｼﾀ Astilbe thunbergii Miq. var, thunbergii ｱｶｼｮｳﾏ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
ﾕｷﾉｼﾀ Hydrangea serrata　 ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 ｘｘ ｘｘ
ユキノシタ Ｓａｘｉｆｒａｇａ　ｓｔｏｌｏｎｉｆｏｒａ ユキノシタ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 ９９．５．２２ 武井　尚 武井　尚
ユキノシタ アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
ユキノシタ ヤマアジサイ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
ユキノシタ コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 ０２．７．７ 谷口　大助谷口　大助
ユキノシタ hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ユキノシタ Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村三頭山 2002.7.7 濱野寛隆 濱野寛隆 濱野寛隆
ユキノシタ Ｃａｒｄｉａｄｒａ ａｌｔｅｒｎｉｆａｌｉａ クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
ユキノシタ Ａｓｔｉｌｂｅ Ｔｈｕｎｂｅｒｇｉｉ アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
ユキノシタ Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 2002.7.7 松浦 健 松浦 健 松浦 健
ユキノシタ Hydragea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
ユキノシタ Saxifraga stolonifera Meerb. ユキノシタ 神奈川県川崎市麻生区高石３丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
ﾕｷﾉｼﾀ HydramgcamacrophyllaSeringe ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 1995.9.1 武井尚 清遠貴文
ユキノシタ Deutzia crenata sieb. et Zucc. ウツギ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1996.6.6 武井　尚 武井　尚
ユキノシタ科 Deutzia crenata Sieb. Et Zucc. ウツギ 神奈川県川崎市川崎区塩浜４丁目 2000．5.25 武井尚 武井尚 西村俊
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii var.thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
ユキノシタ科 Hydrangea serrata ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行



ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29 木本敬行 木本敬行 木本敬行
ユキノシタ科 Hydrangea paniculata Sieb.H.sachalinensis Lev.ノリウツギ 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井尚 檜山庫三 坂本慎司
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユキノシタ科 Hydrangea inrolu crata sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユキノシタ科 Hydrangea hita コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユキノシタ科 Deutzia uniflora shirai ウメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユキノシタ科 Deutzia uniflora ウメウツギ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ユキノシタ科 Cardiandora alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ユキノシタ科 Hydorangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ユキノシタ科 Hydorangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村 佐々木優 佐々木優
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユキノシタ科 Hydrangea luteo-venosa コガクウツギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユキノシタ科 Deutzia gracilis Sieb.et Zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 土屋　利法土屋　利法土屋　利法
ユキノシタ科 Parnassia palustris L. ウメバチソウ 長野県岡谷市鉢伏山高ボッヂ湿地 1949.8.10 武井尚 奥山春季 土屋　利法
ユキノシタ科 Philadelphus comnarius ケバイカウツギ 長野県岡谷市鉢伏山 1951.8.20 武井尚 奥山春季 土屋　利法
ユキノシタ科 Hydrangea hirta Viburnum hirtum Thunberg コアジサイ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 奥山春季 土屋　利法
ユキノシタ科 Hydrangea paniculata Sieb H ノリウツギ 長野県諏訪郡諏訪町東俣国有林 1948.8.17 武井尚 奥山春季 土屋　利法
ユキノシタ科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
ユキノシタ科 Hydrangea hirta (Thunb) Sub.at.zucc  コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ユキノシタ科 Hydrangea macrphxlla slon.sp.serrta (thunb)Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ユキノシタ科 Peutzia crenata ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ユキノシタ科 Astilbe thumbbergii (Seib et zucc) Miq アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ユキノシタ科 Saxitraga stolonifera Meerb ユキノシタ 神奈川県川崎市麻生区岡ノ上 1999.05.29 武井尚 武井尚 兵働隆志
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla snbsp Serrata Malcinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユキノシタ科 Saxifragaceae ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユキノシタ科 Deutzia maximowicziana Makino ウラジロウツギ 東京都小金井市 2003.7.3 武井尚 武井尚 北條翔子
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergii Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla subsp.serrata Makino ヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ユキノシタ科 Deuezia crenata sieb. Et. Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ユキノシタ科 Hydrangea hirta sieb. Et. Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 北條翔子 北條翔子 北條翔子
ユキノシタ科 Hydrangea macropylla ガクアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦



ユキノシタ科 Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦
ユキノシタ科 Deutziaa gracilis ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦
ユキノシタ科 Hydrangea involuncrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 武井尚 宮沢直邦 宮沢直邦
ユキノシタ科 Hydrangea　petiolris　Sieb．et．zucc　 ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．33 村上秀行 村上秀行 村上秀行
ユキノシタ科 Deutzia　gracilis　Sieb．et．Zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．38 村上秀行 村上秀行 村上秀行

ユキノシタ科 Saxifragaceae Astilbe Thunbergii (Sieb. Et.Zucc.)Miqアカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子

ユキノシタ科 Saxifragaceae Hydrangeae petiolaris Sieb.et.Zucc.ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deutzia crenata Sieb.et.Zucc. ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deinanthe bifida Maxim. ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希

ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大久保希 大久保希 大久保希
ユキノシタ科 Agtilbe Thunbergii アカショウマ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla 山紫陽花 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ユキノシタ科 Astilbe thunbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 小山田和代小山田和代小山田和代
ユキノシタ科 Hydrangea maclophylla subsp.serrata(Thunp.)Makino H.ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
ユキノシタ科 astilbe Thunbergii(sieb.et zucc) アカショウム 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
ユキノシタ科 Cardiandea altevn.folia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 針谷ゆき 針谷ゆき 針谷ゆき
ユキノシタ科 Saxifraga stolonifera ユキノシタ 東京都町田市常番町種入 1992,4,6 武井尚 武井尚
ユキノシタ科 Parnassia palustris.L. ウメバチソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,11 水木智草 水木智草
ユキノシタ科 Saxifragastolonifera Meer ユキノシタ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀
ユキノシタ科 Saxifragastolonifera Meer ユキノシタ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 柳沼尚紀
ユキノシタ科 Saxifraga Stolonifera Meerb. ユキノシタ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.05.03 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea inrolu crata sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hita コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora shirai ウメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta (Thunb) Sub.at.zucc  コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrphxlla slon.sp.serrta (thunb)Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Peutzia crenata ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thumbbergii (Seib et zucc) Miq アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Astilbe Thunbergii (Sieb. Et.Zucc.)Miqアカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Hydrangeae petiolaris Sieb.et.Zucc.ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deutzia crenata Sieb.et.Zucc. ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deinanthe bifida Maxim. ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydran Geahirta コアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29



ユキノシタ科 Deutzia Crenata ウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe アカショウ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutizia graeilis Sieb zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podephyllia ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  hirta(Thurb)sub.et Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  petiolas  Sieb.et Zucc ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astitbe  Thunbergii(sieb.et Zucc)Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia  crenata  Sieb.et Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Ｄｅｕｔｚｉａ ｇｒａｃｉｌｌｓ Ｓｉｅｂ ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ Ｓｉｅｂ コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ involucrata Ｓｉｅｂ タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｒｏｄｇｅｒｓｉａ Ｐｏｄｏｐｈｙｌｌａ ヤクルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla snbsp Serrata Malcinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea macropylla ガクアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutziaa gracilis ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involuncrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora ウメウツギ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Cardiandora alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydrangea　petiolris　Sieb．et．zucc　 ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．33
ユキノシタ科 Deutzia　gracilis　Sieb．et．Zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．38
ユキノシタ科 Hydrangea　macrophylla　subsp.serrata.(thunb)　Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia gracilis Sieb.et Zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29



ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergii Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla subsp.serrata Makino ヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deuezia crenata sieb. Et. Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta sieb. Et. Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxi fragaceae ウメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29

ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea luteo-venosa コガクウツギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Cardianra alernifolia Sieb. Ef. Zuco クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thun bergii Mig アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim ミツトモソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Asfilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Itea japonica Oliver ズイナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla 山紫陽花 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thunbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltohoykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Hydrangea maclophylla subsp.serrata(Thunp.)Makino H.ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 astilbe Thunbergii(sieb.et zucc) アカショウム 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Cardiandea altevn.folia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.15
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.16
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.18
ユキノシタ科 Parnassia palustris.L. ウメバチソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla subsp.serrata (Thunb) Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii var.thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea serrata ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユキノシタ科 Saxifraga stolonifera  ＭEERB． ユキノシタ 神奈川県川崎市川崎区扇町三井埠頭 1996.5・3 武井尚 武井尚 堤雄太
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29



ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea inrolu crata sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hita コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora shirai ウメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta (Thunb) Sub.at.zucc  コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrphxlla slon.sp.serrta (thunb)Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Peutzia crenata ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thumbbergii (Seib et zucc) Miq アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Astilbe Thunbergii (Sieb. Et.Zucc.)Miqアカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Hydrangeae petiolaris Sieb.et.Zucc.ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deutzia crenata Sieb.et.Zucc. ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deinanthe bifida Maxim. ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydran Geahirta コアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia Crenata ウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe アカショウ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutizia graeilis Sieb zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podephyllia ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  hirta(Thurb)sub.et Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  petiolas  Sieb.et Zucc ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astitbe  Thunbergii(sieb.et Zucc)Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia  crenata  Sieb.et Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Ｄｅｕｔｚｉａ ｇｒａｃｉｌｌｓ Ｓｉｅｂ ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ Ｓｉｅｂ コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ involucrata Ｓｉｅｂ タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｒｏｄｇｅｒｓｉａ Ｐｏｄｏｐｈｙｌｌａ ヤクルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla snbsp Serrata Malcinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea macropylla ガクアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutziaa gracilis ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involuncrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29



ユキノシタ科 Deutzia uniflora ウメウツギ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Cardiandora alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydrangea　petiolris　Sieb．et．zucc　 ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．33
ユキノシタ科 Deutzia　gracilis　Sieb．et．Zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．38
ユキノシタ科 Hydrangea　macrophylla　subsp.serrata.(thunb)　Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia gracilis Sieb.et Zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergii Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla subsp.serrata Makino ヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deuezia crenata sieb. Et. Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta sieb. Et. Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxi fragaceae ウメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea luteo-venosa コガクウツギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Cardianra alernifolia Sieb. Ef. Zuco クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thun bergii Mig アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim ミツトモソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Asfilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Itea japonica Oliver ズイナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla 山紫陽花 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thunbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltohoykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Hydrangea maclophylla subsp.serrata(Thunp.)Makino H.ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 astilbe Thunbergii(sieb.et zucc) アカショウム 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Cardiandea altevn.folia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.15
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.16
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.18



ユキノシタ科 Parnassia palustris.L. ウメバチソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla subsp.serrata (Thunb) Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii var.thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea serrata ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユキノシタ科 f.macrophylla Viburnum macrophyllum Thunb アジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユキノシタ科 Deutzia crenata Sieb. Et Zucc. ウツギ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ユキノシタ科 Peltoboykinia Watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla subsp.serrata (Thunb) Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.1１ 友岡 梨恵 友岡 梨恵 友岡 梨恵
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea inrolu crata sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hita コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora shirai ウメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta (Thunb) Sub.at.zucc  コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrphxlla slon.sp.serrta (thunb)Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Peutzia crenata ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thumbbergii (Seib et zucc) Miq アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Astilbe Thunbergii (Sieb. Et.Zucc.)Miqアカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Hydrangeae petiolaris Sieb.et.Zucc.ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deutzia crenata Sieb.et.Zucc. ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deinanthe bifida Maxim. ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydran Geahirta コアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia Crenata ウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe アカショウ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutizia graeilis Sieb zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podephyllia ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  hirta(Thurb)sub.et Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  petiolas  Sieb.et Zucc ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astitbe  Thunbergii(sieb.et Zucc)Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia  crenata  Sieb.et Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29



ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Ｄｅｕｔｚｉａ ｇｒａｃｉｌｌｓ Ｓｉｅｂ ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ Ｓｉｅｂ コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ involucrata Ｓｉｅｂ タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｒｏｄｇｅｒｓｉａ Ｐｏｄｏｐｈｙｌｌａ ヤクルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla snbsp Serrata Malcinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea　macrophylla　subsp.serrata.(thunb)　Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．29 村上秀行 村上秀行
ユキノシタ科 Saxi fragaceae ウメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ユキノシタ科 Hydran Geahirta コアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユキノシタ科 Deutzia Crenata ウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユキノシタ科 Astilbe アカショウ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユキノシタ科 Hydrangea  hirta(Thurb)sub.et Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
ユキノシタ科 Hydrangea  petiolas  Sieb.et Zucc ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
ユキノシタ科 Astitbe  Thunbergii(sieb.et Zucc)Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
ユキノシタ科 Deutzia  crenata  Sieb.et Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 松木　祐介松木　祐介
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 檜山康三
ユキノシタ科 Ｒｉｂｅｓ Ｍａｘｉｍｏｍｉｃｚｉａｎｕｍ Ｋｏｍａｒｏｖ ザリコミ 長野県茅野市蓼科渋温泉付近 1950.8.1 武井尚 檜山康三
ユキノシタ科 Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｕｓ coronavius Ｌ． Parviflorus Ｋｉｔａｍｕｒａケバイカウツギ 長野県諏訪郡富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 奥山春季
ユキノシタ科 Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｕｓ coronarius Ｌ． ケバイカウツギ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1967.8.27 武井尚 奥山春季
ユキノシタ科 Ｄｅｕｔｚｉａ ｇｒａｃｉｌｌｓ Ｓｉｅｂ ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ Ｓｉｅｂ コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ involucrata Ｓｉｅｂ タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ユキノシタ科 Ｒｏｄｇｅｒｓｉａ Ｐｏｄｏｐｈｙｌｌａ ヤクルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 谷遼平 Ｒ、Ｔａｎｉ
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.15 片山彰 片山彰
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.16 片山彰 片山彰
ユキノシタ科 Cardiandra alternifolia クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.18 片山彰 片山彰
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii Miq. アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea inrolu crata sieb. タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hita コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora shirai ウメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta (Thunb) Sub.at.zucc  コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrphxlla slon.sp.serrta (thunb)Makinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Peutzia crenata ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29



ユキノシタ科 Astilbe thumbbergii (Seib et zucc) Miq アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Astilbe Thunbergii (Sieb. Et.Zucc.)Miqアカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Hydrangeae petiolaris Sieb.et.Zucc.ツルアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deutzia crenata Sieb.et.Zucc. ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae Deinanthe bifida Maxim. ギンバイソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydran Geahirta コアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia Crenata ウツギ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe アカショウ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutizia graeilis Sieb zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podephyllia ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  hirta(Thurb)sub.et Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea  petiolas  Sieb.et Zucc ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astitbe  Thunbergii(sieb.et Zucc)Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia  crenata  Sieb.et Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Deutzia crenata sieb ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Ｄｅｕｔｚｉａ ｇｒａｃｉｌｌｓ Ｓｉｅｂ ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ ｈｉｒｔａ Ｓｉｅｂ コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ paniculata Ｓｉｅｂ ノリウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｈｙｄｒａｎｇｅａ involucrata Ｓｉｅｂ タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Ｒｏｄｇｅｒｓｉａ Ｐｏｄｏｐｈｙｌｌａ ヤクルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla snbsp Serrata Malcinoヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Saxifragaceae ウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Astlbe Thumbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユキノシタ科 Hydrangea macropylla ガクアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutziaa gracilis ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involuncrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia uniflora ウメウツギ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Cardiandora alternifolia クサアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydorangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村
ユキノシタ科 Hydrangea　petiolris　Sieb．et．zucc　 ツルアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．33
ユキノシタ科 Deutzia　gracilis　Sieb．et．Zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6．38



ユキノシタ科 Hydrangea　macrophylla　subsp.serrata.(thunb)　Makinoヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6．29
ユキノシタ科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deutzia gracilis Sieb.et Zucc ヒメウツギ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia Podophylla ヤクルマソウ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thumbergii Miq アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla subsp.serrata Makino ヤマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Deuezia crenata sieb. Et. Zucc ウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea hirta sieb. Et. Zucc コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Saxi fragaceae ウメウツキ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Rodgersia podophylla ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユキノシタ科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea luteo-venosa コガクウツギ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユキノシタ科 Cardianra alernifolia Sieb. Ef. Zuco クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thun bergii Mig アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim ミツトモソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla ヤマアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Asfilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Itea japonica Oliver ズイナ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Hydrangea macrophylla 山紫陽花 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Astilbe thunbergil アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltoboykinia watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユキノシタ科 Peltohoykinia Watanabei ワタナベソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004．7.11
ユキノシタ科 Cardianra alernifolia Sieb. Ef. Zuco クサアジサイ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
ユキノシタ科 Astilbe thun bergii Mig アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
ユキノシタ科 Potentilla cryptotaeniae Maxim ミツトモソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
ユキノシタ科 Saxifraga stolonifera Meerb. ユキノシタ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 岸　未央 岸　未央 岸　未央
ユキノシタ科 Deuzia crenata Sieb. ウツギ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 1999.4.15 武井　尚 武井　尚
ユキノシタ科 Saxifraga stobnifera  Meerb ユキノシタ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 宮本牧 宮本牧
ユキノシタ科 Astilbe Thunbergii (Sieb.et Zucc.)Mig アカショウマ 山梨県北都留郡小菅村橋立 2006.07.02 松村佳 松村佳
ユキノシタ科 Chrysos macrostemon var. atrandrum Hara ヨゴレネコノメ 神奈川県川崎市宮前区初山１丁目 1999.5.14 武井尚 武井尚 高橋ゆい
ユキノシタ科 Penthorum chinsis Pursh タコノアシ 神奈川県川崎市多摩区登戸 2000.10.19 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真
ゆきのした科 Hydrangen hirta(Thunb.)Seib.et.ZUCC コアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
ゆきのした科 Hydrangea macrophylla subsp.serrate(Thunb) ヤマアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29. 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
ゆきのした科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
ゆきのした科 Saxifragaceae Deutzia crenata ウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁



ゆきのした科 Cardiadra alternifalia クサアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangen hirta(Thunb.)Seib.et.ZUCC コアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Hydrangea macrophylla subsp.serrate(Thunb) ヤマアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
ゆきのした科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Saxifragaceae Deutzia crenata ウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Cardiadra alternifalia クサアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangen hirta(Thunb.)Seib.et.ZUCC コアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Hydrangea macrophylla subsp.serrate(Thunb) ヤマアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
ゆきのした科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Saxifragaceae Deutzia crenata ウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Cardiadra alternifalia クサアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Cardiadra alternifalia クサアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山
ゆきのした科 Hydrangen hirta(Thunb.)Seib.et.ZUCC コアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Hydrangea macrophylla subsp.serrate(Thunb) ヤマアジサイ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29.
ゆきのした科 Astilve Thumbergil SEIB.et.ZUCC アカショウマ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Saxifragaceae Deutzia crenata ウツギ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ゆきのした科 Cardiadra alternifalia クサアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ゆきのした科 Astilbe thunbergii アカショウマ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ゆきのした科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県北都留群小菅村三頭山 2002年7月7日 三輪誠 三輪誠 三輪誠
ユキノシタ科 Hydrange paniculata Sieb ノリウツギ 長野県諏訪市霧ケ峰湿原 1948.8.18 武井尚 奥山春季 鈴野晴樹
ユキノシタ科 Saxifragastolonifera Meer ユキノシタ 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡邊陽介 渡邊陽介 渡邊陽介
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユキノシタ科 Saxitraga fusta Maxim. Subsp.Kikubuki クロクモソウ 長野県諏訪郡富士見町白岩ヶ岳 1961.8.27 武井尚 奥山春季



ユキノシタ科 Hydrangea involucrata タマアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ユキノシタ科 Hydrangea hirta コアジサイ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ユキノシタ科 Deutizia graeilis Sieb zucc ヒメウツギ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ユキノシタ科 Rodgersia podephyllia ヤグルマソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 鈴野晴樹 鈴野晴樹
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユキノシタ科 Hydrangea Macrophylla ヤマアジサイ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユコノシタ科 Deutzia crenata Sieb.et Zucc ウツギ 神奈川県川崎市高津区久末 １９９９,６,５ 武井尚 武井尚 伊藤雅紀
ユズノハ科 Daphniphxllum　macropodum ユズノハ 神奈川県川崎市 1998年8月8日 武井尚 武井尚 三輪誠
ユリ disporum sessle ホウチャクソウ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ユリ disporum sessle ホウチャクソウ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ユリ Polygonatum la sianthum ミヤマナルコユリ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ユリ Smilax riparia シオデ 東京都練馬区東大泉 1942．10.10 武井尚 石倉航 石倉航
ユリ Allium tuberosum Rottlerex ニラ 神奈川県川崎区田町3丁目 1995.8.17 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ユリ Tricyrtis latifolia Maxim. タマガワホトトギス 長野県茅野市蓼科親湯付近 1984.8.4 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis latifolia Maxim. var makinoana (Tatew.) Hiyamaハゴロモゴトトギス 長野県南佐久郡北相木村御座山奥次沢 1972.7.30 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県足柄下郡湯河原町 1950.11.29 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県大和市上草扇野 1983.10.17 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県大和市深見町城ヶ岡 1983.9.30 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 1985.4.29 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県横浜市戸塚区舞岡市 1985.9.26 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook ホトトギス 神奈川県横浜市戸塚区上郷町八軒谷戸自然観察の森1985.10.7 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis macropoda Miq, ヤマホトトギス 神奈川県大和市下鶴岡緑野 1983.8.10 武井尚 大場達之 宮内健太郎
ユリ Aketrus foliata (Maxim.) Bureau et Franch. ネバリノギラン 長野県茅野市蓼科山 1950.8.13 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Tricyrtis affnis Makino ヤマジノホトトギス 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林 1948.8.18 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Narthecium asiaticum Maxim. キンコウカ 群馬県利根郡片品森尾瀬ヶ原 1951.7.24 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Smilax china Linn. サルトリイバラ 神奈川県大和市中央林間６丁目 1983.7.13 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Smilax china Linn. サルトリイバラ 神奈川県大和市下緑間緑野 1983.10.12 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Ruscus aculeatus Linn. ナギイカダ 神奈川県大和市深見町一の関 1983.9.30 武井尚 武井尚 宮内健太郎
ユリ Smilax sieboldii Miq. ヤマカシュウ 長野県南佐久郡北相木村木原女郎 1962.7.28 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Smilax nipponica Miq. タチシオデ 長野県諏訪市霧ケ峰踊場湿原 1951.8.25 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Smilax nipponica Miq. タチシオデ 長野県北安曇郡小谷村大網 1958.8.3 武井尚 檜山庫三 宮内健太郎
ユリ Disporum smilacinum チゴユリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユリ Polygonum lasianthum ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユリ Polygonatum humile ヒメイズイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユリ Cardiocrinum cordatum(Thunb.)Makino ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ Disporum smilacinum チゴユリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユリ Polygonum lasianthum ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユリ Polygonatum humile ヒメイズイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユリ Cardiocrinum cordatum(Thunb.)Makino ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ Disporum smilacinum チゴユリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７ 肥後　貴之T.Higo 肥後　貴之
ユリ Lilium auratum ヤマユリ 神奈川県川崎市高津区下作延緑ヶ丘霊園 武井尚 H.Takei 横田秀一
ユリ Polygonum lasianthum ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 横田秀一 S.Yokota 横田秀一
ユリ Ｓｍｉｌａｘ　Ｃｈｉｎａ　Ｌ． サルトリイバラ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 １９９８．９．２０ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝



ユリ Ｓｍｉｌａｘ　Ｃｈｉｎａ　Ｌ． サルトリイバラ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 １９９８．８．８ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ユリ Ｓｍｉｌａｘ　Ｃｈｉｎａ　Ｌ． サルトリイバラ 神奈川県川崎市宮前区潮見台 １９９８．１０．３ 武井　尚 武井　尚 天野　一輝
ユリ Polygonatum humile ヒメイズイ 山梨県小菅村 2002.7.7 山下　剛 山下　剛 山下　剛
ユリ Asparagus.officinalis オランダキジカクシアスパラガス神奈川県川崎市中原区上小田中7丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
ユリ Allium macrostemon ノビル 神奈川県川崎市幸区小倉 1997.06.08 武井　尚 H.Takei
ユリ Disporum sessile ホウチャクソウ 神奈川県川崎市中原区井田長瀬緑地 1997.06.21 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ユリ lilium longiforum シンテッポウユリ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 1999.10.23 武井　尚 H.Takei 中村　竜治
ユリ Liriope muscari ヤブラン 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ユリ Allium grayi ノビル 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 H.Takei 宮内友紀
ユリ Ｄｉｓｐｏｒｕｍ　ｓｅｓｓｉｌｅ ホウチャクソウ 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４丁目公園 1998.8.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ユリ Ｐｉｓｐｏｒｕｍ　ｓｅｓｓｉｌｅ ホウチャクソウ 神奈川県川崎市宮前区菅生１丁目 1998.9.20 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ユリ Ｓｃｉｌｌａ　ｓｃｉｌｌｏｉｄｅｓ ツルボ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目 1998.10.3 武井尚 武井尚 阿部圭祐
ユリ Allium tuberosum ニラ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1996.10.5 武井尚 H.Takei
ユリ Cardiocrinum cordatum(Thunb.)Makino ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29 三宮喬 三宮喬
ユリ Disporum smilacinum チゴユリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユリ Polygonum lasianthum ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユリ Polygonatum humile ヒメイズイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユリ Cardiocrinum cordatum(Thunb.)Makino ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ Disporum smilacinum チゴユリ 山梨県北都留郡小菅村三頭山 ２００２．７．７
ユリ Polygonum lasianthum ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ 山梨県北都留郡小菅村三頭山
ユリ Polygonatum humile ヒメイズイ 山梨県小菅村 2002.7.7
ユリ Cardiocrinum cordatum(Thunb.)Makino ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ Liriope  Muscari ヤブラン 神奈川県川崎市宮前区平 1998,8,3 武井　尚 武井　尚 北村弘之
ﾕﾘ Lilium japonicum ﾔﾏﾕﾘ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚
ユリ Ｏｐｈｉｏｐｏｇｏｎ　ｊａｐｏｎｉｃａ ジャノヒゲ 神奈川県川崎市高津区子母口 ９０．６．１０ 武井　尚 武井　尚
ユリ Allium macrustemon ノビル 神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁目 1996.6.12 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ユリ Rondea japonica オモト 神奈川県川崎市中原区長瀬緑地 1997.6.21 武井　尚 Ｈ－Ｔａｋｅｉ 濱野寛隆
ユリ Tricyrtis hirta ホトトギス 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 20000711 武井尚 武井尚 岡部亮
ユリ Disporum sessile ホウチャクソウ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 19960530 武井尚 武井尚 岡部亮
ユリ Tricyrtis macropoda Miq. ヤマホトトギス 神奈川県川崎市高津区子母口 1999.6.10 武井尚 武井尚 川合伴実
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. Grayi Regel, A. ouensanense Nakai, A.nipponicum Fr. Et Sav.ノビル 神奈川県川崎市川崎区小田３丁目 1996．5.6 武井尚 武井尚 西村俊
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11 岡部奈津子岡部奈津子岡部奈津子
ユリ科 Liriope Musakari ヤブラン 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 H.Takei 木本敬行
ユリ科 Lilium auratum Lindrey ヤマユリ 神奈川県川崎市麻生区黒川 1998.9.11 武井尚 H.Takei 木本敬行
ユリ科 Allium macros temon Bunge A. ノビル 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ユリ科 Hemerocallis fulva L..var.longituba(miquel)Maximノカンゾウ 神奈川川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 武井尚 坂本慎司
ユリ科 cardiocrinum cordatum ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29 坂本慎司 坂本慎司 坂本慎司
ユリ科 Ophiopogon japonicus ジャノヒゲ 神奈川県川崎市麻生区岡上 武井尚 武井尚
ユリ科 Allium tuberosum ニラ 神奈川県川崎市川崎区観音2 1996/9/4 武井尚 武井尚 千葉隆広
ユリ科 Veratum nigrum シュロソウ 群馬県利根郡片品村尾瀬至仏山 1951/7/24 武井尚 武井尚 千葉隆広
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユリ科 Veratrum stamineum コバイケイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広
ユリ科 Streptopus streptopoides タマシマラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11 千葉隆広 千葉隆広 千葉隆広



ユリ科 Brociaea uniflora ENGLER ハナニラ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２丁目 1999.4.15 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ユリ科 Disporun virbe oscens オオチゴユリ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29 頓田敏仁 頓田敏仁 頓田敏仁
ユリ科 Lilinum auratum Lindley ヤマユリ 神奈川県川崎市高津区久池 1999.6.5 武井尚 武井尚 中谷冴一
ユリ科 Smilax riparia A.DC.S oldhami Miquel シオデ 神奈川県川崎市麻布区早野 1999.6.17 武井尚 武井尚 中谷冴一
ユリ科 Liliaceae disporumvirbe-sescens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 中谷冴一 中谷冴一 中谷冴一
ユリ科 Disporum virdx escens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29 兵働隆志 兵働隆志 兵働隆志
ユリ科 Veratrum grandifloum バイケイソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1950.8.13 武井尚 檜山庫三 前田理絵
ユリ科 Veratrum grandifloum バイケイソウ 長野県南佐久郡北相木村御座山 1972.7.30 武井尚 檜山庫三 前田理絵
ユリ科 Veratrum nigrum シュロソウ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 武井尚 檜山庫三 前田理絵
ユリ科 Lilum auratum ヤマユリ 神奈川県横浜市戸塚区小菅谷町 1985.4.17 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ユリ科 Hemerocallis Thunbergii ユウスゲ・キスゲ 長野県下伊即郡天竜村坂部 1957.8.10 武井尚 檜山康之 宮沢直邦
ユリ科 Lilum auratum ヤマユリ 神奈川県大和市上草柳泉の森 1983.7.25 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ユリ科 Cardiocrinum cordatum ウバユリ 神奈川県大和市下鶴間緑町 1983.8.10 武井尚 武井尚 宮沢直邦
ユリ科 Cardiocrinum　cordatum　(Thub．)makins ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6．35 村上秀行 村上秀行 村上秀行
ユリ科 Liliaceae Hemerocallis dumortieri Morren ゼンテイカ、ニッコウキスゲ、エゾゼンテイカ群馬県戸根市片品村尾瀬ヶ原 1951.7.24 武井尚 奥山春季 山口善子
ユリ科 Liliaceae Hosta albo-marginata(Hooker).OhwI ユバギボウシ 長野県岡谷市鉢伏山麓 1994.8.10 武井尚 檜山康三 山口善子
ユリ科 Liliaceae Hosta longissima Honda H. ミズギボウシ 長野県岡谷市西土掘 1949.8.10 武井尚 檜山康三 山口善子
ユリ科 Liliaceae Cardio crinum cordatum(Thunb.)Makinoウスバユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ユリ科 Liliaceae Smilacina japonica A.Gray ユキザサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29 山口善子 山口善子 山口善子
ユリ科 Ruscus aculeatus L.. ナギイカダ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1998.9.1 武井尚 大久保希
ユリ科 Asparagus officinalis L. オランダキジカクシ（アスパラガス）神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 1996.5.10 武井尚 H.Takei 大竹孝宏
ユリ科 Hosta longipes Matsum. イワギボウシ 埼玉県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 大竹孝宏 大竹孝宏 大竹孝宏
ユリ科 Disporum lutescens. キバナチゴユリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,31 水木智草 水木智草
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 大坂碧
ユリ科 Allium macrostemon Bunge ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 大坂碧
ユリ科 Allium Macrostemon BUNGE ノビル 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 1996.06.12 武井尚 武井尚 酒井玲奈
ユリ科 Hemerocallis fulva L.var. longituba(Mipuel)Maxim.Hemerocallis longituba Miquelノカンゾウ 神奈川県川崎市川崎区駅前本町公園内 1996.7.26 武井尚 武井尚
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29 堤雄太 堤雄太
ユリ科 Allium macrostemon Bunge ノビル 神奈川県　川崎市　川崎区　浅田　３丁目 1996.5.10 武井尚 武井尚 松岡みずき
ユリ科 Hosta montana F.Maekawa オーバギボーシ 山梨県　小菅村　中組 2005.5.29 矢部達也 矢部達也 松岡みずき
ユリ科 Allium odorum L . ニラ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.10.23 武井尚 武井尚 松崎玲奈
ユリ科 Hosta montana F.M AEKAWA オーバギボーシ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 松崎玲奈
ユリ科 Hosta montana F. MAEKAWA オーバギボーシ 山梨県小菅村中組 2005.5.29 矢部達哉 矢部達哉 三枝俊平
ユリ科 Hosta moutana F. MAEKAWA オオバギボウシ 山梨県小菅村中組 2005．5.29 矢部達哉 矢部達哉
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区浮島町 １９９６．４．２４ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区浮島町 １９９６．４．２４ 武井　尚 武井尚 山本教裕
ユリ科 Hosta montana F.MAEKAWA オーバギボウシ 山梨県小菅村中組 ２００５．５．２９ 矢部達也 矢部達也 山本教裕
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平渡辺　鉄平
ユリ科 Plantain Lily ギボウシ 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 和田綾子 和田綾子 和田綾子
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村中組 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺　鉄平渡辺　鉄平重田拓郎
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29 渡辺鉄平 渡辺鉄平 渡辺鉄平
ユリ科 Ｌｉｌｉｕｍ　ａｕｒａｔｕｍ　Ｌｉｎｄｌｅｙ ヤマユリ 神奈川県川崎市多摩区西生田一丁目 １９９８．６．２２ 武井尚 武井尚 渡邊陽介



ユリ科 Allium macrostemon BUNGE ノビル 神奈川県川崎市川崎区江川 1996.4.5 武井　尚 武井　尚 村上　傑
ユリ科 cardiocrinum cordatum ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae disporumvirbe-sescens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Cardio crinum cordatum(Thunb.)Makinoウスバユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Smilacina japonica A.Gray ユキザサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Disporum Viridescens オオチゴユリ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユリ科 Disporum virdx escens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユリ科 Cardiocrinum　cordatum　(Thub．)makins ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6．35
ユリ科 Disporun virbe oscens オオチゴユリ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 エンレイソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Veratrum stamineum コバイケイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Streptopus streptopoides タマシマラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Hosta kiyamiensis キヨミズギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Hosta longipes Matsam イワギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Disporum lutescens. キバナチゴユリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,31
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユリ科 Hosta moutana F. MAEKAWA オオバギボウシ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユリ科 Ａｌｌｉｕｍ　mcrostemon Bunge A.Grayi Regel,A.ouensanense Nakai,A.nipponicum Fr.et Sav．ノビル 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1996.5・10 武井尚 武井尚 堤雄太
ユリ科 cardiocrinum cordatum ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae disporumvirbe-sescens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Cardio crinum cordatum(Thunb.)Makinoウスバユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Smilacina japonica A.Gray ユキザサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Disporum Viridescens オオチゴユリ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユリ科 Disporum virdx escens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユリ科 Cardiocrinum　cordatum　(Thub．)makins ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6．35
ユリ科 Disporun virbe oscens オオチゴユリ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 エンレイソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Veratrum stamineum コバイケイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Streptopus streptopoides タマシマラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Hosta kiyamiensis キヨミズギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Hosta longipes Matsam イワギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Disporum lutescens. キバナチゴユリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,31
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村 2004.7.11
ユリ科 Hosta moutana F. MAEKAWA オオバギボウシ 山梨県小菅村中組 2005．5.29
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユリ科 Allium macrostemon ノビル 山梨県北都留郡小菅村 2005.5.29
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.5.29
ユリ科 cardiocrinum cordatum ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae disporumvirbe-sescens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29



ユリ科 Liliaceae Cardio crinum cordatum(Thunb.)Makinoウスバユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Smilacina japonica A.Gray ユキザサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Disporum Viridescens オオチゴユリ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユリ科 Disporum virdx escens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユリ科 Hermerocallis　Dumortier　Morren　ｖａｒ.esculenta　(koidzumi)ゼンテイカ　エゾゼンテイカ 長野県岡谷市鉢伏山 1960.8.3 武井尚 檜山庫三
ユリ科 Hermerocallis　fulval.var.longituba　(Miquel)　Maximノカンゾウ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町中島 1985.7.9 武井尚 H．Takei
ユリ科 Hosta　Sieboldiana トウギボウシ 長野県諏訪市霧ケ峰 1952.7.25 武井尚 檜山庫三
ユリ科 Hosta　Sieboldiana トウギボウシ 長野県諏訪市富士見町入笠山 1963.8.10 武井尚 H．Takei
ユリ科 Smilax China L. サルトリイバラ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 片柳圭
ユリ科 Rohdea japonica オモト 神奈川県川崎市麻生区岡上 1998.10.28 武井尚 片柳圭
ユリ科 エンレイソウ 山梨県小菅村 2003.6.29 片柳圭 片柳圭
ユリ科 Disporum Viridescens オオチゴユリ 山梨県小菅村山中 2003.6.29 戸口拓郎
ユリ科 Hemerocallium  fulva  L..var  longituba ノカンゾウ 神奈川県川崎市多摩区西生田１丁目 1975.7.10 武井　尚 武井　尚
ユリ科 Hosta  Sieboldina  Engler  var.  Giganta トウギボウシ オオバギボウシ長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1962.7.28 武井　尚 檜山　庫之
ユリ科 cardiocrinum cordatum ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae disporumvirbe-sescens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Cardio crinum cordatum(Thunb.)Makinoウスバユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Liliaceae Smilacina japonica A.Gray ユキザサ 山梨県北都留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 Disporum Viridescens オオチゴユリ 山梨県小菅村山中 2003.6.29
ユリ科 Disporum virdx escens オオチゴユリ 山梨県北都留郡小菅村 2003.06.29
ユリ科 Cardiocrinum　cordatum　(Thub．)makins ウバユリ 山梨県小菅村 2003.6．35
ユリ科 Disporun virbe oscens オオチゴユリ 山梨県北留郡小菅村 2003.6.29
ユリ科 エンレイソウ 山梨県小菅村 2003.6.29
ユリ科 Narthecium asiaticum キンコウカ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Veratrum stamineum コバイケイソウ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Streptopus streptopoides タマシマラン 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004/7/11
ユリ科 Hosta kiyamiensis キヨミズギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Hosta longipes Matsam イワギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ユリ科 Hosta kiyamiensis キヨミズギボウシ 山梨県北都留郡小菅村大菩薩峠 2004.7.11 前田理絵 前田理絵
ユリ科 Hemerncallis fulrarar ノカンゾウ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ユリ科 ツルボサンダイガサ 神奈川県川崎市 1998年9月5日 武井尚 武井尚 三輪誠
ユリ科 Smilax Oldhami Miq ｼｵﾃﾞ 神奈川県大和市上和田下原 1983.10.03 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ユリ科 Smilax Oldhami Miq ｼｵﾃﾞ 神奈川県大和市深見町沖野 1983.09.30 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ユリ科 Disporum Sessile Don ホウチャクソウ 神奈川県川崎市高津已久末 1999.06.05 武井尚 武井尚 王　ウンショウ
ユリ科 Ophiopogon japonicus (L..f.) var. umbrosus Maxim. O. Ohwii Okuyamaナガバジャノヒゲ 神奈川県川崎市高津区久末 1999,6,5 武井尚 武井尚
ユリ科 Allium grayi Regal ノビル 神奈川県川崎市高津区久来 1999.4.30 武井尚 武井尚
ユリ科 Allium grayi Regal ノビル 神奈川県川崎市高津区久来 1999.4.30 武井尚 武井尚
ユリ科 Polxgonatum falcatum A.Gray ナルコユリ 神奈川県川崎市麻生区細山５丁目 1996.5.30　 武井尚 武井尚
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 1996.7.6 武井　尚 武井　尚 河津めぐみ
ユリ科 Rohdea japonica Roth オモト 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井　尚 武井　尚
ユリ科 Allium toberosum Rottler ex Sperengel A. ニラ 不明 神奈川県川崎市川崎区日の出1丁目 1996.7.17 武井尚 武井尚 近藤直紀
ユリ科 Liriope minor (Maxim.) Makino ヒメヤブラン 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4丁目 1998.6.30 武井　尚 武井　尚 小野寺　一真



ユリ科 Scilla scilloides (Lindi.) ツルボ 神奈川県川崎市高津区久末 1999.9.13 武井尚 武井尚 庄田千恵
ユリ科 Smilax Oldhami Miq シオデ 神奈川県大和市深見城ヶ岡 1983.6.22 武井尚 大場達之 上田香織
ユリ科 Quercus serrata ミヤマナルコユリ 神奈川県川崎市麻生区万福寺 2000.5.10 武井 尚 武井 尚
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目 １９９６．５．６ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ユリ科 Allium macrostemon Bunge A. ノビル 神奈川県川崎市川崎区大川町 １９９６．９．２８ 武井 尚 武井 尚 八巻 夏美
ユリ科 Lilium longiflorum thunb シンテッポウユリ 神奈川県川崎市川崎区田町3丁目 1995.8.6 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ユリ科 ophiopogon Jaburan(Kunth)Lodd ジャノヒゲリュウノヒゲ 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ユリ科 var.umbrosus Maxim.o.Okwii Okuyama ナカバジャノヒゲ 神奈川県川崎市高津区上作延緑ヶ丘 1999.5.22 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ゆり科 Allium macrostemon Bunge A ノビル 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　 堤雄太 堤雄太 堤雄太
ゆり科 Allium macrostemon Bunge A ノビル 山梨県北都留郡小菅村井狩 2005.5・29　
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 神村佑
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 神村佑
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.05.29 大坂碧 大坂碧 酒井玲奈
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.05.29 香月正樹 香月正樹 酒井玲奈
ユリ科 Cardio crirum cordatum Thunb ウバエリ 神奈川県川崎市川崎区長瀬 1997 6 21 武井尚 武井尚 宋玉
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29 大坂碧 大坂碧 後藤謙太
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.5.29 香月正樹 香月正樹 後藤謙太
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.5.29
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.5.29
ユリ科 Allium macrostemom BUNGE ノビル 山梨県小菅村 2005.05.29
ユリ科 Hosta Sieboldiana Engler オオバギボウシ 山梨県小菅村 2005.05.29
ユリ科 Smilax China L サルトリイバラ 東京都町田市図師町図師史跡公園 1992.6.22 武井尚 武井尚
ヨシ科 Phragmites japonica Steudel ツルヨシ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚 和田綾子
ヨリ Ａｌｌｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｏｓｕｍ ニラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
ラシ科 Calanthe discolor Lindl エビネ 東京都町田市下山田町 1992.4.23 武井尚 武井尚 坂本和慶
ラン Spiranthes sinensisi Ames subsp ネジバナ 神奈川県川崎区塩浜４丁目 1996.6.29 武井尚 武井尚 川勝聡太郎
ラン Platanthera sachalinensis Fr.Schm. オオヤマサギソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11 宮内健太郎宮内健太郎宮内健太郎
ラン Platanthera sachalinensis Fr.Schm. オオヤマサギソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ラン Platanthera sachalinensis Fr.Schm. オオヤマサギソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ラン Platanthera sachalinensis Fr.Schm. オオヤマサギソウ 山梨県小菅村大菩薩峠 2004.7.11
ラン科 Cephalanthera L..C>Richard キンラン 神奈川県川崎市麻生区多摩美1丁目 1996.5.14 武井尚 武井尚 坂本慎司
ラン科 Spiranthes sinensis var. amoena ネジバナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜4鷹取公園 1996/6/29 武井尚 武井尚 千葉隆広
ラン科 Orchidaceae Spiranthes sinensis (Pres.)Ames subsp.ネジバナ 東京学芸大学環境教育実践施設農園 2003.7.3 山口善子 山口善子 山口善子
ラン科 Platanthera Takedai Makino ミヤマチドリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,22 水木智草 水木智草
ラン科 Herminium lanceum ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,27 水木智草 水木智草
ラン科 Herminium angustifolium Benth. ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,30 水木智草 水木智草
ラン科 Platanthera Takedai Makino ミヤマチドリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,22
ラン科 Herminium lanceum ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,27
ラン科 Herminium angustifolium Benth. ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,30
ラン科 Platanthera Takedai Makino ミヤマチドリ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,22
ラン科 Herminium lanceum ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,27
ラン科 Herminium angustifolium Benth. ムカゴソウ 山梨県小菅村菩薩峠 2004,7,30
ラン科 Liparis auriculata Blume ギボウシ 山梨県北都留郡小菅村 2006.7.2. 清遠貴文 清遠貴文 川合伴実



ラン科 Cephalanthera falcata(thunb) キンラン 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
ラン科 Cephalanthera erecta(thunb)Blume ギンラン 東京都町田市下小山田町 1992.4.29 武井尚 武井尚 鈴木亮祐
リョウブ科 Clethra barbinervis リョウブ 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 1998.10.10 武井尚 片柳圭
輪藻植物 chara braunii gel. シャジクモ 神奈川県厚木市戸田町下戸田（田んぼの中） 1984.9.15 武井尚 T-Okuda 
ワラビ pteris multifida poir. イノモトソウ 神奈川県川崎市川崎区下並木 1996.10.10. 武井尚 H-Takei 
ワラビ Pteris multifida イノモトソウ 神奈川県川崎市中東区上小田中６丁目 １９９７．６．２８ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ワラビ Coniogramme japonica イワガネソウ 神奈川県川崎市中東区井田長瀬緑地 １９９７．６．２１ 武井　尚 武井　尚 西村　祐士
ワラビ Pteros　multifida イノモトソウ 神奈川県川崎市高津区蟹が谷 １９９８．１０．１０武井　尚 武井　尚
ワラビ科 Coniogramme japonica(Thunb.)Diels イワガネソウ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井　尚 奥山春季 頓田敏仁
ワラビ科 Pteris multitica Poir ワラビ 神奈川県川崎市高津区子母口富士見台 1996.6.10 武井尚 武井尚 中谷冴一
ワラビ科 Lindsapa ensiforie Sw. イノモトソウ 神奈川県川崎市幸区北加瀬１丁目動物公園 1996．6.12 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
ワラビ科 Coniogramme Japonica イワガネソウ 神奈川県川崎市高津区千年 1999.6.5 武井尚 H.takei
ワラビ科 タチシノブ 神奈川県川崎市 ############ 武井尚 武井尚 三輪誠
ワラビ科 Pteris multitida poir イノモトソウ 神奈川県川崎市川崎区大師河原１丁目 1996.6.2 武井尚 武井尚
ワラビ科 Pteris multitida poir イノモトソウ 神奈川県川崎市川崎区中島１丁目 1996.11.10 武井尚 武井尚

ユウキヤガラ 神奈川県川崎市川崎区殿町二丁目多摩川東 1995.8.17 武井尚 武井尚 寺田大和
イセウキセガラ 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目 １９９５．９．２３ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子

アヤメ科 ルリニワゼキショウ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ科 ナガハグサ 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目多摩川土手 １９９６．６．２ 武井　尚 H.Takei 馬場　美智子
イネ科 Agrostis arenacea Gmel ナンカイヌカボ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996．6.16 武井 尚 T.Katsuyama友岡 梨恵
マメ科 Sesbania exaltata Rydb. アメリカツノクサネム 神奈川県川崎市川崎区東扇島東地区 1996.8.18 武井 尚 武井 尚 友岡 梨恵
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区浅野町 96.10.5 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区四岩上町 96.7.22 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜３丁目 96.7.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区塩浜 4丁目 96.5.6 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区小田栄町１丁目 96.9.11 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
トクサ科 スギナ 神奈川県川崎市川崎区東町３丁目 96.5.10 武井 尚 武井 尚 桜井 昌紀
クスノキ科 Laurus　nobilis ゲッケイジュローレル 神奈川県大和市西鶴間6丁目 1984.5.10 武井尚 林　弥栄
せり科 hydrocotyle sibthorpiodes ノチドメ 神奈川県川崎市川崎区白石町 1996.4.19 武井尚 片柳圭
イネ科 Ｄｉｇｉｔａｒｉａ　ｖｉｏｌａｓｃｅｎｓ　Ｌｉｎｋ アキメヒシバ 長野県佐久郡北相目村栃原 1998.8.24 H. Takei
クスノキ科 ヤマコウバシ 神奈川県大和市中央林間５丁目 1990.5.24 大場達之
クスノキ科 Lindera praecox (Sieb. et Zucc.) Blume アブラチャン 神奈川県大和市下鶴間公所 1986.4.5 大場達之
クスノキ科 Lindera obtusiloba Blume ダンコウバイ 神奈川県伊勢原市大山 1961.4.2 檜山庫之
クスノキ科 Lindera umbellata Thunberg クロモジ 神奈川県横浜市戸塚区上郷町天園遊歩道 1985.4.2 大場達之
キク科 Aster ageratoides Turcz. ノコンギク 神奈川県大和市上和田富久保 1983.10.3 大場達之
キク科 ノコンギク 神奈川県厚木市恩名町仲町 1985.10.25 大場達之
キク科 Pertya glabrescens Sch.-Bip. ナガバノユウヤボウキ 神奈川県津久井町陣馬山 1951.9.30 檜山庫之
キク科 Pertya robust (Maxim.) Beauv. Macroclinidium robustum Maxum.カシワバハグマ 神奈川県相模原市城山峯の薬 1977.10.24 奥山春季
キク科 Aster Glehni Fr. Schm. ゴマナ 長野県岡谷市鉢伏山 1949.8.10 檜山庫之
バラ科 Filipendula purpurea kamtschatica (Pall.) Maxim.オニシモツケ 長野県北安星郡白馬山 1954.7.26 檜山庫之
バラ科 Malus Toringo (Sieb.) Sieb. ズミ 茨城県つくば市筑波山 1953.5.27 檜山庫之
バラ科 ズミ 長野県南佐久郡北相木村深沢 1985.5.23 奥山春季
バラ科 ズミ 長野県南佐久郡北相木村栃女郎 1962.7.28 檜山庫之



バラ科 Prunus Persica Batsch Persica vulgaris Miller Amygdalus Persica L.モモ 長野県岡谷市堀の内 1948.8.10 H. Takei
バラ科 Rhaphiolepis indica (L.) Lindley シャリンバイ 神奈川県鎌倉市護良親王基附近 1984.6.11 林　弥栄
バラ科 Photinia glabra (Thumberg) Maximewicz カナメモチ 神奈川県厚木市愛甲町聖木 1984.4.17 大場達之
バラ科 Pourthiaea villosa (Thumb.) Decaisne var. villosaワタゲカマツカ 長野県佐久郡初谷鉱泉附近 1961.7.28 檜山庫之
バラ科 Pourthiaea villosa (Thumb.) Decaisne var. laevis (Thumb.) Stapfカマツカウシコロシ 神奈川県大和市上草抑泉の森 1983.10.17 高橋秀男
オシダ科 Cyrtomium falcatum devexiscapulae Koidz. ナガバヤブソテツ 神奈川県川崎市川崎区殿町１丁目 1996.8.22 Kotsubo et. Nakayama
バラ科 Sorbus americana Marsh. var. rufo-ferruginea (C. K. Schneid) Kitamura S. commixtaサビハナナカマド 長野県南佐久郡北相木村下新井 1986.9.12 H. Takei
カバノキ科 Alnus firma Sieb. et. Zucc. var. hirtella ミヤマヤシャブシ 長野県南佐久郡北相木村ぶどう峠 1987.8.6 H. Takei
カバノキ科 Carpinus cordata Blume サワシバ 長野県南佐久郡北相木村御星山（木次原口） 1986.7.25 奥山春季
ブナ科 Quercus acutissima Carruthers クヌギ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.9.3 大場達之
ブナ科 Pasania edulis (Makino) Makino マテバシイ 千葉県安房郡小湊町清澄山 1951.11.16 檜山庫之
ブナ科 Quercus serrata Murray コナラ 神奈川県大和市西鶴間４丁目 1984.10.2 大場達之
ブナ科 Quercus glauca Thunberg アラカシ 長野県下伊那郡天竜村中井侍 1957.8.12 檜山庫之
ブナ科 Quercus acuta Thunb. アカガシ 神奈川県厚木市飯山町元林 1985.6.6 大場達之
ブナ科 Quercus myrsinaefolia Blume シラカシ 神奈川県厚木市飯山町元林 1984.4.30 大場達之
ブナ科 Quercus serrata Murray f. donarium (Nakai) Kitamuraテリハコナラ 長野県南佐久郡北相木町大手 1983.7.31 林　弥栄
タデ科 オオハルダテ 神奈川県川崎市川崎区東扇島西地区 1996.6.16 武井尚 武井尚
イネ科 elymus racemifer アオカモジグサ 神奈川県川崎市多摩区東生田二丁目 武井尚 武井尚
イネ科 Imperata cylindrica Beauv. ver. koenigii Durand et Schnz ﾁｶﾞﾔ 神奈川県川崎市川崎区大川町 1996.4.19 武井尚 武井尚
キク科 Ｇａｌｉｎｓｏｇａ　ｃｉｌｉａｔｅ ハキダメギク 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
イネ科 Ｓｐｏｒｏｂｏｌｕｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ ネズミノオ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚
タデ科 オオミチヤナギ 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目多摩河原 ９６．６．２ 武井　尚 武井　尚
キク科 Ａｓｔｅｒ　ＳＰ オオホウキギク（ナガエホウキギク）神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目多摩河原 ９６．１０．１６ 武井　尚 武井　尚

Ｐｙｒａｃａｎｔｈａ　ｃｒｅｎｕｌａｔａ カザンデマリ 神奈川県川崎市川崎区殿町１丁目 ９５．１０．１５ 武井　尚 武井　尚
タデ科 コギシギシ 神奈川県大和市上和田町宮久保 ９１．５．１８ 武井　尚 武井　尚
タデ科 コギシギシ 神奈川県大和市上和田町宮久保 ９１．５．１８ 武井　尚 武井　尚
イネ科 Ｓｏｒｇｈｕｍ　ｈａｌｅｐｅｎｓｅ セイパンモロコシ 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 ９６．１０．５ 武井　尚 武井　尚
キク科 セイタカハハコグサ 神奈川県川崎市川崎区塩浜２丁目 ９６．５．６ 武井　尚 武井　尚

シエロ 神奈川県川崎市川崎区本町２丁目 ９６．４．１３ 武井　尚 武井　尚
モクセイ科 Ｌｉｇｕｓｔｒｕｍ　ｌｕｃｉｄｕｍ トウネズミモチ 神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目 ９６．５．１０ 武井　尚 武井　尚
ユキノシタ科 コブメウツギ 山梨県小菅村 2002.7.7 増沢　有葉増沢　有葉増沢　有葉
カヤツリグサ科 Carex Dickinsii Franch.etsav オニスゲ 神奈川県大和市上和田中源 1983.06.14 武井尚 大場達之 王　ウンショウ
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H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi

鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一



鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一

福間　聖子
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
福間　聖子
H-Kobayashi

福間　聖子
H-Kobayashi



H-Kobayashi
H-Kobayashi

鉾谷　寿一
鉾谷　寿一

福間　聖子

福間　聖子

福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi

鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一



鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
H-Kobayashi
福間　聖子
H-Kobayashi
H-Kobayashi
鉾谷　寿一

福間　聖子
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一

福間　聖子
鉾谷　寿一
福間　聖子

福間　聖子
H-Kobayashi

福間　聖子
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一



鉾谷　寿一
福間　聖子
福間　聖子
鉾谷　寿一

H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
H-Kobayashi
H-Kobayashi

H-Kobayashi

鉾谷　寿一



H-Kobayashi

鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
福間　聖子
福間　聖子
福間　聖子
H-Kobayashi

鉾谷　寿一
鉾谷　寿一

福間　聖子
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
H-Kobayashi



鉾谷　寿一
福間　聖子
福間　聖子

H-Kobayashi
H-Kobayashi
H-Kobayashi
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一
鉾谷　寿一

岡部奈津子

小山田和代

川勝聡太郎
川勝聡太郎
宮内健太郎



肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
天野　一輝

岡部奈津子
岡部奈津子



工藤圭太朗

松岡みずき

小野寺　一真



川勝聡太郎

肥後　貴之
馬場　美智子
中村　竜治

増沢　有葉

小林　源地



岡部奈津子



木下　瑛治

肥後　貴之

増沢　有葉
増沢　有葉
小林　源地

岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



土屋　利法

工藤圭太朗

小野寺　一真
小野寺　一真



小林　源地
小林　源地

土屋　利法

王　ウンショウ
王　ウンショウ

岡部奈津子



川勝聡太郎
川勝聡太郎

肥後　貴之
肥後　貴之

天野　一輝

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地

岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



岡部奈津子

工藤圭太朗

松岡みずき
松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平



王　ウンショウ



木下　瑛治

　　　
　　　
　　　

王　ウンショウ

肥後　貴之
馬場　美智子



馬場　美智子

松岡みずき

小野寺　一真



土屋　利法

王　ウンショウ

馬場　美智子

工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗



王　ウンショウ



肥後　貴之

増沢　有葉







川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎

宮内健太郎
宮内健太郎



肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾



松岡　晋吾
松岡　晋吾

天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子

中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士









増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉



増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地
小林　源地
小林　源地



岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法





小山田和代
小山田和代
小山田和代



工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗



松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平









河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ



河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ



小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真



木下　瑛治
木下　瑛治





王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ

　　　

　　　
　　　
　　　

土屋　利法



岡部奈津子
岡部奈津子



小野寺　一真

小林　源地

木下　瑛治
木下　瑛治
小野寺　一真

岡部奈津子



王　ウンショウ



中村　竜治
中村　竜治



松岡みずき



川勝聡太郎

肥後　貴之
馬場　美智子
中村　竜治
西村　祐士

増沢　有葉



増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地

小山田和代

工藤圭太朗

松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平



　　　
　　　

西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士

増沢　有葉
増沢　有葉



土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法

川勝聡太郎



工藤圭太朗

木下　瑛治

宮内健太郎



天野　一輝

工藤圭太朗

王　ウンショウ







小野寺　一真

木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治



松岡みずき
渡辺　鉄平



川勝聡太郎
川勝聡太郎

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
西村　祐士
西村　祐士

増沢　有葉



増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地

小林　源地

岡部奈津子

土屋　利法

工藤圭太朗



　　　

王　ウンショウ
宮内健太郎
宮内健太郎
王　ウンショウ



小林　源地

土屋　利法



渡辺　鉄平



松岡みずき

川勝聡太郎



肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾

馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士



土屋　利法



工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗

松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
渡辺　鉄平

佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏



佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏
佐藤　貴宏

王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ



河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真





肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾

中村　竜治
西村　祐士



増沢　有葉
増沢　有葉

松岡みずき
松岡みずき



小山田和代









川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎

宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎



宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎



肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾



松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾

天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝

馬場　美智子
馬場　美智子



馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士









増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉



増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地

小林　源地

小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地
小林　源地



肥後　貴之
肥後　貴之







岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法





小山田和代
小山田和代
小山田和代





工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗
工藤圭太朗



松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき



松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平













河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ





小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真





　

木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治



松岡みずき

　　　
　　　



　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　



王　ウンショウ

天野　一輝
天野　一輝
中村　竜治

小野寺　一真

土屋　利法



渡辺　鉄平

河津めぐみ
河津めぐみ

宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎



肥後　貴之

天野　一輝
天野　一輝

岡部奈津子



土屋　利法

小山田和代

松岡みずき
渡辺　鉄平







木下　瑛治

　　　

川勝聡太郎

天野　一輝
天野　一輝

小林　源地

土屋　利法



工藤圭太朗

王　ウンショウ



松岡　晋吾
松岡　晋吾

岡部奈津子

王　ウンショウ

河津めぐみ
河津めぐみ

木下　瑛治
木下　瑛治



工藤圭太朗

小野寺　一真

木下　瑛治

宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎

松岡　晋吾
松岡　晋吾
天野　一輝
天野　一輝



小林　源地

岡部奈津子

土屋　利法
土屋　利法



渡辺　鉄平

木下　瑛治



小山田和代

天野　一輝

小林　源地
岡部奈津子

土屋　利法

工藤圭太朗

松岡みずき
渡辺　鉄平

木下　瑛治

王　ウンショウ



土屋　利法

天野　一輝
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治

土屋　利法

松岡みずき



松岡みずき

小野寺　一真

岡部奈津子



小野寺　一真
王　ウンショウ
天野　一輝
天野　一輝

中村　竜治



松岡みずき

西村　祐士



天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝

中村　竜治

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地



渡辺　鉄平
渡辺　鉄平



小野寺　一真



王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ

天野　一輝

天野　一輝



松岡　晋吾
松岡　晋吾

小林　源地

宮内健太郎

天野　一輝



増沢　有葉

工藤圭太朗

木下　瑛治



松岡　晋吾
松岡　晋吾
西村　祐士
西村　祐士

馬場　美智子
馬場　美智子

岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子

松岡みずき

渡辺　鉄平



木下　瑛治

宮内健太郎

小林　源地
岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ

松岡　晋吾
松岡　晋吾

天野　一輝
中村　竜治



小林　源地



木下　瑛治

小山田和代

王　ウンショウ
王　ウンショウ

土屋　利法



肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾

中村　竜治



増沢　有葉
増沢　有葉

土屋　利法



川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾

馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子



馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士



増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地

岡部奈津子
岡部奈津子



小山田和代

工藤圭太朗
工藤圭太朗

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平





河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真
小野寺　一真



木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治

　　　



王　ウンショウ

肥後　貴之
中村　竜治
西村　祐士

土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法



天野　一輝
中村　竜治



小山田和代



小野寺　一真



宮内健太郎

肥後　貴之
天野　一輝
天野　一輝

渡辺　鉄平

川勝聡太郎



肥後　貴之
肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士



増沢　有葉

岡部奈津子

工藤圭太朗

河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真



宮内健太郎

川勝聡太郎

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
天野　一輝
天野　一輝
馬場　美智子

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
小林　源地

岡部奈津子



土屋　利法

工藤圭太朗
工藤圭太朗

松岡みずき
渡辺　鉄平



河津めぐみ
河津めぐみ

松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士



土屋　利法

川勝聡太郎
川勝聡太郎



肥後　貴之
肥後　貴之

西村　祐士



工藤圭太朗
工藤圭太朗

松岡みずき

木下　瑛治

　　　

小野寺　一真



川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎

松岡　晋吾
松岡　晋吾

増沢　有葉
増沢　有葉
岡部奈津子

土屋　利法



工藤圭太朗

松岡みずき
松岡みずき

渡辺　鉄平



河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真



　　　

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾

小林　源地
小林　源地

岡部奈津子
岡部奈津子



松岡みずき
松岡みずき



渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平



木下　瑛治

　　　
　　　
　　　

王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ



中村　竜治
西村　祐士

渡辺　鉄平



木下　瑛治

川勝聡太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎

天野　一輝
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士

小林　源地



土屋　利法
土屋　利法



木下　瑛治

宮内健太郎

土屋　利法

小野寺　一真



宮内健太郎
宮内健太郎





肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾

天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝

馬場　美智子
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士







増沢　有葉

小林　源地

小林　源地
小林　源地



岡部奈津子
岡部奈津子

土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法



小山田和代



松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平











王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ



河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真





　　　

宮内健太郎
宮内健太郎



宮内健太郎

土屋　利法

小野寺　一真

天野　一輝

小山田和代



松岡　晋吾
松岡　晋吾
馬場　美智子
西村　祐士

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

岡部奈津子

土屋　利法



工藤圭太朗

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾



天野　一輝
馬場　美智子
西村　祐士

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉

岡部奈津子

工藤圭太朗
工藤圭太朗

松岡みずき



小野寺　一真
小野寺　一真



　　　

王　ウンショウ
王　ウンショウ
増沢　有葉
増沢　有葉

小林　源地

渡辺　鉄平

土屋　利法



小野寺　一真
小野寺　一真

川勝聡太郎
川勝聡太郎
川勝聡太郎

松岡　晋吾
松岡　晋吾

増沢　有葉
増沢　有葉
増沢　有葉



増沢　有葉

小林　源地
小林　源地
小林　源地

土屋　利法
土屋　利法



木下　瑛治
木下　瑛治



　　　
　　　

松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
西村　祐士
西村　祐士



土屋　利法



工藤圭太朗

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平



小野寺　一真

王　ウンショウ

松岡　晋吾
松岡　晋吾



小野寺　一真



肥後　貴之

天野　一輝



土屋　利法

川勝聡太郎

肥後　貴之
肥後　貴之
肥後　貴之



肥後　貴之

天野　一輝
天野　一輝

西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士



小林　源地

岡部奈津子



松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき
松岡みずき

渡辺　鉄平
渡辺　鉄平
渡辺　鉄平





小野寺　一真

木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治
木下　瑛治

王　ウンショウ



小山田和代

松岡みずき

渡辺　鉄平

工藤圭太朗

天野　一輝



土屋　利法

松岡みずき



　　　

天野　一輝

西村　祐士

小林　源地



河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ
河津めぐみ

天野　一輝

岡部奈津子
土屋　利法



天野　一輝
天野　一輝

小林　源地

工藤圭太朗
松岡みずき



木下　瑛治
木下　瑛治
王　ウンショウ

宮内健太郎
宮内健太郎

中村　竜治
西村　祐士

肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾



馬場　美智子

肥後　貴之
天野　一輝
馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子

小林　源地

王　ウンショウ

小野寺　一真



天野　一輝
天野　一輝

渡辺　鉄平

天野　一輝

岡部奈津子
岡部奈津子

土屋　利法
土屋　利法



渡辺　鉄平

小野寺　一真



宮内健太郎
宮内健太郎









肥後　貴之
肥後　貴之
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾
松岡　晋吾

天野　一輝
天野　一輝
天野　一輝

馬場　美智子
馬場　美智子
中村　竜治
中村　竜治
中村　竜治
西村　祐士
西村　祐士
西村　祐士









増沢　有葉

岡部奈津子
岡部奈津子
岡部奈津子



土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法
土屋　利法



小山田和代
小山田和代
小山田和代

渡辺　鉄平

















小野寺　一真





川勝聡太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎
宮内健太郎

肥後　貴之

天野　一輝



天野　一輝
天野　一輝

馬場　美智子

中村　竜治
中村　竜治

岡部奈津子



松岡みずき
松岡みずき

渡辺　鉄平





王　ウンショウ
王　ウンショウ
王　ウンショウ

河津めぐみ
河津めぐみ

小野寺　一真



川勝聡太郎
宮内健太郎



西村　祐士
西村　祐士

馬場　美智子
馬場　美智子
馬場　美智子



Kotsubo et. Nakayama

増沢　有葉
王　ウンショウ


