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科名 採取場所 採取日

ア行 アゼスゲ カヤツリグサ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年6月5日

アゼナルコ カヤツリグサ科 神奈川県海老名市 2016年6月13日

イ イグサ科 神奈川県海老名市 2016年7月11日

イタドリ タデ科 大阪府茨木市 2014年10月18日

ノゲシ キク科 大分県中津市 2017年4月23日

イヌコモチナデシコ ナデシコ科 愛知県犬山市 2017年5月4日

イヌタデ タデ科 愛知県丹羽郡大口町 2016年11月11日

イヌビエ イネ科 茨木県東市 2015年10月29日

エノコログサ イネ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年7月21日

エノコログサ イネ科 千葉県佐倉市 2017年9月14日

オオバコ オオバコ科 愛知県丹羽郡大口町 2015年10月9日

オオバコ オオバコ科 愛知県犬山市羽黒 2016年11月1日

オギ イネ科 愛知県小牧市 2016年11月16日

オギ イネ科 東京都江戸川区 2016年11月28日

オギ イネ科 兵庫県豊岡市 2015年11月5日

オヒシバ イネ科 千葉県八千代市 2016年10月16日

カ行 カサスゲ カヤツリグサ科 愛知県犬山市 2016年5月25日

カズノコグサ イネ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年5月9日

カズノコグサ イネ科 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 2017年5月25日

カゼクサ イネ科 愛知県犬山市 2016年10月6日

カゼクサ イネ科 東京都国立市 2015年11月2日

カラスノエンドウ マメ科 愛知県東海市 2017年5月15日

カワラナデシコ ナデシコ科 愛知県丹羽郡大口町 2015年10月15日

カンガレイ カヤツリグサ科 東京都武蔵野市 2016年10月20日

カントウタンポポ キク科 千葉県野田市 2015年5月5日

ギシギシ タデ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年6月2日

キュウリグサ ムラサキ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年5月10日

ケキツネノボタン キンポウゲ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年6月2日

コガマ ガマ科 東京都武蔵野市 2016年10月20日

コゴメガヤツリ カヤツリグサ科 愛知県丹羽郡大口町 2016年11月16日

サ行 ジュズスゲ カヤツリグサ科 東京都武蔵野市 2016年6月15日

スイバ タデ科 山梨県南巨摩郡身延町 2017年5月11日

ススキ イネ科 愛知県犬山市 2016年11月29日

ススキ イネ科 大阪府茨木市 2015年11月18日

スズメノエンドウ マメ科 東京都あきる野市 2017年5月18日

スズメノエンドウ マメ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年5月22日

スズメノカタビラ イネ科 兵庫県神戸市北区 2017年5月2日

スズメノテッポウ類 イネ科 岐阜県海津市 2017年5月1日

スズメノテッポウ類 イネ科 山梨県南アルプス市和泉 2017年5月11日

スズメノテッポウ イネ科 茨城県潮来市 2017年5月29日

スズメノヤリ イグサ科 愛知県一宮市せんい町 2017年5月2日

タ行 チガヤ イネ科 愛知県江南市 2015年5月21日

チガヤ イネ科 茨城県取手市 2016年6月6日

チガヤ イネ科 東京都あきる野市 2016年5月16日

チガヤ イネ科 福岡県福岡市 2017年6月23日

チガヤ イネ科 兵庫県尼崎市 2015年5月21日

チカラシバ イネ科 岐阜県七宗町 2015年10月23日

チカラシバ イネ科 東京都国立市 2015年11月12日

ツユクサ ツユクサ科 愛知県犬山市・大口町　五条川流域 2017年10月27日

ツワブキ キク科 神奈川県海老名市 2016年12月19日

植物種名



科名 採取場所 採取日植物種名

ナ行 ナキリスゲ カヤツリグサ科 東京都武蔵野市 2014年11月6日

ナズナ アブラナ科 愛媛県松山市北梅本町 2017年4月13日

ナズナ アブラナ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年4月21日

ナズナ アブラナ科 福井県永平寺町 2017年5月4日

ナズナ アブラナ科 長野県伊那市赤木 2017年5月12日

ノアザミ キク科 東京都野田市 2016年6月27日

ノイバラ バラ科 東京都荒川 2016年11月28日

ハ行 ハコベ ナデシコ科 兵庫県神戸市北区 2017年5月2日

ハコベ ナデシコ科 長野県伊那市赤木 2017年5月12日

ハコベ ナデシコ科 山梨県北杜市小淵沢町 2017年5月12日

ハナウド セリ科 茨城県取手市 2016年6月6日

ヒエガエリ イネ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年6月2日

ヒデリコ カヤツリグサ科 愛知県丹羽郡大口町 2016年11月16日

ヘクソカズラ アカネ科 東京都荒川産 2016年11月28日

ホトケノザ シソ科 愛知県大口町大御堂 2017年4月24日

ホトケノザ シソ科 滋賀県守山市水保町 2017年4月28日

ホトケノザ シソ科 福岡県福岡市東区雁の巣 2017年5月24日

マ行 ムシクサ オオバコ科 愛知県丹羽郡大口町 2017年5月9日

メヒシバ イネ科 愛知県安城市 2015年7月30日

ヤ行 ヤエムグラ アカネ科 愛知県犬山市 2017年5月9日

ヤエムグラ アカネ科 岐阜県瑞浪市土岐町 2017年5月12日


