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1 アカメガシワ 木本 赤芽柏 56 ソヨゴ 木本 冬青
2 アキノキリンソウ 草本 秋の麒麟草 57 タカノツメ 木本 鷹の爪
3 アキノタムラソウ 草本 秋の田村草 58 タツナミソウ 草本 立浪草
4 アメリカイヌホオズキ 草本 アメリカ犬酸漿 59 タブノキ 木本 椨の木
5 アラカシ 木本 粗樫 60 チカラシバ 草本 力芝
6 イヌザンショウ 木本 犬山椒 61 チドメグサ 草本 血止め草
7 イヌタデ 草本 犬蓼 62 ツヅラフジ 木本 葛藤
8 イヌツゲ 木本 犬黄楊 63 ツブラジイ 木本 円椎
9 イヌビワ 木本 犬枇杷 64 ツルコウジ 木本 つる柑子

10 ウツギ 木本 空木 65 ツワブキ 草本 艶蕗
11 ウラジロガシ 木本 裏白樫 66 テイカカズラ 木本 定家葛
12 エノコログサ 草本 狗尾草 67 トキワハゼ 草本 常盤爆
13 オオアレチノギク 草本 大荒地野菊 68 ナズナ 草本 薺
14 オオジシバリ 草本 大地縛り 69 ナンテン 木本 南天
15 オオバコ 草本 大葉子 70 ニガキ 木本 苦木
16 オニタビラコ 草本 鬼田平子 71 ニセジュズネノキ 木本 偽数珠根の木
17 オニノゲシ 草本 鬼野芥子 72 ヌマダイコン 草本 沼大根
18 オヒシバ 草本 雄日芝 73 ヌルデ 木本 白膠木
19 カエデドコロ 草本 楓野老 74 ネジキ 木本 捩木
20 カクレミノ 木本 隠蓑 75 ネズミモチ 木本 鼠黐
21 カタバミ 草本 片喰 76 ノイバラ 木本 野茨
22 カマツカ 木本 鎌柄 77 ノゲシ 草本 野芥子
23 カラスウリ 草本 烏瓜 78 ノコンギク 草本 野紺菊
24 カラスザンショウ 木本 烏山椒 79 ハナイバナ 草本 葉内花
25 キダチニンドウ 木本 木立忍冬 80 ハハコグサ 草本 母子草
26 キツネノボタン 草本 狐の牡丹 81 ヒイラギ 木本 柊・疼木・柊木
27 キツネノマゴ 草本 狐の孫 82 ヒサカキ 木本 姫榊
28 クズ 草本 葛 83 ヒナタイノコヅチ 草本 日向猪子槌
29 クヌギ 木本 櫟 84 ヒメジョオン 草本 姫女苑
30 クマイザサ 草本 九枚笹 85 ヒメヤシャブシ 木本 姫夜叉五倍子
31 クマイチゴ 木本 熊苺、 86 ヒメユズリハ 木本 姫譲葉
32 クロキ 木本 黒木 87 フユイチゴ 木本 冬苺
33 クロバイ 木本 黒灰 88 ヘクソカズラ 草本 屁糞葛
34 コアカソ 木本 小赤麻 89 ボタンクサギ  草本 牡丹臭木
35 コガクウツギ 木本 小額空木 90 ホトケノザ 草本 仏の座
36 コシアブラ 木本 漉油 91 ミズナラ 木本 水楢
37 コシダ シダ 小羊歯 92 ミゾソバ 草本 溝蕎麦
38 コシロノセンダングサ 草本 小白の栴檀草 93 ミミズバイ 木本 蚯蚓灰
39 コナラ 木本 小楢 94 メヒシバ 草本 雌日芝
40 コバノミツバツツジ 木本 小葉の三葉躑躅 95 メリケンカルカヤ 草本 米利堅刈萱
41 ゴンズイ 木本 権萃 96 モチノキ 木本 黐の木
42 サツキ 木本 97 ヤブコウジ 木本 藪柑子
43 サルトリイバラ 草本 猿捕茨 98 ヤブムラサキ 木本 薮紫
44 シャシャンボ 草本 小小坊 99 ヤマイバラ 木本 山茨
45 シリブカガシ 木本 尻深樫 100 ヤマウルシ 木本 山漆
46 シロダモ 木本 白だも 101 ヤマコウバシ 木本 山香ばし
47 シロバナタンポポ 草本 白花蒲公英 102 ヤマシロギク 草本 山白菊
48 ススキ 草本 芒 103 ヤマノイモ 草本 山の芋
49 スダジイ 木本 すだ椎 104 ヤマハギ 木本 山萩
50 スベリヒユ 草本 滑莧 105 ヤマハゼ 木本 山櫨
51 セイヨウタンポポ 草本 西洋蒲公英 106 ヤマモモ 木本 山桃
52 センナリホオズキ 草本 千成鬼灯・千成酸 107 ユズリハ 木本 譲葉
53 センリョウ 木本 仙蓼／千両 108 リョウブ 木本 令法
54 センボンヤリ 草本 千本槍 109 ワサビ 草本 山葵
55 ゼンマイ シダ 薇
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