
No.1　　　　

番号 確認日 名 前 状況 確 認 場 所 備 考

244 11月20日 ヒイラギ 開花 県木の森向かい 　

243 11月14日 ヤブツバキ 開花 各所 　

242 11月3日 紅妙蓮寺 開花 ツバキ園 ツバキ品種

241 10月21日 カンツバキ 開花 各所 　

240 10月18日 シロダモ 開花 東山作業路 　

239 10月18日 マルバノキ 開花 学習展示館裏 　

238 10月14日 ハマヒサカキ 開花 管理事務所前 　

237 10月10日 サザンカ 開花 見本園入口 　

236 10月8日 冬桜 開花 管理事務所横三叉路 　

235 10月8日 コウヤボウキ 開花 さくらの森入口 　

234 9月24日 十月桜 開花 苗畑、管理事務所上三叉路 　

233 9月23日 アキチョウジ 開花 東山作業路 　

232 9月23日 チャノキ 開花 温室横 　

231 9月19日 ギンモクセイ 開花 見本園 　

230 9月19日 キンモクセイ 開花 見本園他 　

229 9月19日 ヒガンバナ 開花 管理事務所前 　

228 9月17日 アケボノソウ 開花 東山作業路　他 　　 

227 9月14日 フジバカマ 開花 管理事務所前 鉢植え 

226 9月10日 シロバナマンジュシャゲ 開花 管理事務所前  

225 8月30日 オタカラコウ 開花 薬草園上 　

224 8月28日 ナンバンギセル 開花 第3駐車場奥 　

223 8月21日 カンレンボク 開花 薬草園上 　

222 8月19日 ガガイモ 開花 集いの広場 　

221 〃 コマツナギ 開花 センター池 　

220 8月10日 キガンピ 開花 樹木探勝園 　

219 〃 サルスベリ 開花 多目的広場 　

218 8月8日 サギソウ 開花 管理事務所前 鉢植え 

217 8月2日 キカラスウリ 開花 　 　

216 7月30日 クサギ 開花 見本園　他 　

215 7月30日 ヘクソカズラ 開花 各所 　

214 7月19日 ムクゲ 開花 苗畑 　

213 7月19日 ホドイモ 開花 正面ゲート掲示板横 　

212 7月19日 センニンソウ 開花 堰堤前 　

211 7月19日 ウマノスズクサ 開花 レストハウス進入路 　

210 7月19日 ヒナギキョウ 開花 各所 　

209 7月19日 キキョウ 開花 管理事務所前 鉢植え 

208 7月19日 クズ 開花 東山作業路　他 　

207 7月10日 マツムシソウ 開花 管理事務所横 園芸品種

206 7月5日 フウセンカズラ 開花 管理事務所前  

205 7月5日 マンデビラ 開花 管理事務所前  

204 7月5日 ノアサガオ 開花 管理事務所前 オーシャンブルー

203 7月5日 ネムノキ 開花 レストハウス裏  

202 7月5日 オオヤエクチナシ 開花 見本園  

201 7月5日 ノリウツギ 開花 見本園、樹木探勝園前  

200 7月2日 リョウブ 開花 各所  

199 7月2日 アベリア 開花 各所  
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198 7月2日 キョウチクトウ 開花 見本園  

197 7月1日 ネジバナ 開花 各所  

196 7月1日 タケニグサ 開花 各所  

195 7月1日 クチナシ 開花 堰堤前  

194 7月1日 コクチナシ 開花 見本園  

193 7月1日 ビョウヤナギ 開花 旧アスレ入口  

192 7月1日 キンシバイ 開花 見本園  

191 7月1日 キササゲ 開花 薬草園  

190 7月1日 サンゴジュ 開花 見本園  

189 7月1日 アカメガシワ 開花 各所  

188 7月1日 ノウゼンカズラ 開花 学習展示館外壁  

187 7月1日 ナツツバキ 開花 管理事務所前他  

186 7月1日 アメリカデイゴ 開花 苗畑 鉢植え 

185 7月1日 ネズミモチ 開花 各所  

184 7月1日 ナンテン 開花 各所  

183 6月15日 チュウゴクボダイジュ 開花 多目的広場  

182 6月13日 コムラサキ 開花 レストハウス谷沿い  

181 6月13日 カシワバアジサイ 開花 レストハウス進入路  

180 6月13日 テイカカズラ 開花 第2駐車場向かい他  

179 6月13日 アジサイ 開花 センター池、正面ゲート  

178 6月10日 ヒメシャラ 開花 第2駐車場他  

177 6月8日 クスノキ 開花 多目的広場他  

176 6月8日 ヤブニッケイ 開花 見本園、山林内  

175 6月8日 ウメモドキ 開花 園路沿い、見本園他  

174 6月7日 ヤブムラサキ 開花 レストハウス谷沿い他  

173 6月7日 ソヨゴ 開花 各所  

172 6月7日 ネジキ 開花 山林内  

171 6月7日 イワガラミ 開花 第2駐車場下園路沿い  

170 6月7日 シャリンバイ 開花 管理事務所前  

169 6月5日 ニワゼキショウ 開花 各所  

168 6月5日 クララ 開花 車庫前他  

167 6月4日 コウホネ 開花 水生植物園 　

166 6月3日 ムラサキツユクサ 開花 苗畑 　

165 6月1日 トベラ 開花 見本園赤い橋 　

164 6月1日 マタタビ 葉白 東山作業路 　

163 6月1日 タイサンボク 開花 多目的広場 　

162 5月28日 ウツギ 開花 各所 　

161 5月28日 サラサウツギ 開花 苗畑 　

160 5月26日 イボタノキ 開花 ファミリー広場下 　

159 5月28日 スイカズラ 開花 ファミリー広場下 　

158 5月28日 ハコネウツギ 開花 苗畑、レストハウス前他 　

157 5月24日 コアジサイ 開花 県木の森横 　

156 5月28日 ジシバリ 開花 各所 　

155 5月28日 コナスビ 開花 各所 　

154 5月28日 ナンゴクウラシマソウ 開花 レストハウス谷沿い他 　

153 5月22日 ガマズミ 開花 管理事務所横他 　
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152 5月22日 コガクウツギ 開花 各所 　

151 5月22日 カンボク 開花 苗畑 　

150 5月22日 ヤマボウシ 開花 レストハウス 　

149 5月21日 エゴノキ 開花 各所 　

148 5月21日 バイカウツギ 開花 苗畑 　

147 5月21日 バイカツツジ 開花 レストハウス谷沿い他 　

146 5月20日 カルミア 開花 多目的広場 　

145 5月20日 ニワゼキショウ 開花 各所 　

144 5月18日 カラスビシャク 開花 センター池さくら橋上 　

143 5月18日 ニガナ 開花 各所 　

142 5月18日 カタバミ 開花 各所 　

141 5月18日 ムラサキカタバミ 開花 各所 　

140 5月17日 ユリノキ 開花 出合の広場他 　

139 5月13日 トチノキ 開花 多目的広場入口 　

138 5月12日 タニウツギ 開花 ツバキ園前他 　

137 5月11日 ジャケツイバラ 開花 堰堤向かい 　 

136 5月9日 ツクバネ 開花 作業舎裏  

135 5月9日 ヒトツバタゴ 開花 多目的広場  

134 5月7日 コバンノキ 開花 レストハウス谷沿い  

133 5月6日 ヒメヤマツツジ 開花 東山作業路  

132 5月6日 スノキ 開花 中水池周り  

131 5月1日 ミズキ 開花 西ゲート向い  

130 5月1日 キリ 開花 第4駐車場  

129 5月1日 ニシキギ 開花 見本園  

128 5月1日 ドイツスズラン 開花 管理事務所前  

127 4月30日 オオデマリ 開花 ロマンス池への道沿い 　

126 4月30日 ウワミズザクラ 開花 レストハウス谷沿い  

125 4月30日 ホオノキ 開花 ツバキ園  

124 4月30日 ハイノキ 開花 東山作業路他  

123 4月30日 コナラ 開花 各所  

122 4月30日 アラカシ 開花 各所  

121 4月30日 ツクバネガシ 開花 薬草園前園路沿い  

120 4月30日 ウバエメガシ 開花 各所  

119 4月27日 アズキナシ 開花 見本園  

118 4月27日 ミヤマガマズミ 開花 東山作業路他  

117 4月27日 コバノガマズミ 開花 東山作業路他  

116 4月27日 オオウラジロノキ 開花 学習展示館横  

115 4月27日 ズミ 開花 県木の森向かい他  

114 4月27日 ウリハダタエデ 開花 東山作業路他  

113 4月27日 シロヤマブキ 開花 管理事務所前  

112 4月27日 イタヤカエデ 開花 苗畑他  

111 4月27日 キレンゲツツジ 開花 第2駐車場前  

110 4月27日 ハンカチノキ 開花 管理事務所前、見本園  

109 4月25日 ハンカチノキ 総苞片伸びる 管理事務所前 　

108 4月24日 セイヨウバクチノキ 開花 薬草園横  

107 4月24日 ノダフジ 開花 ファミリー広場他  
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106 4月23日 ハナミズキ 開花 見本園他  

105 4月23日 クロマツ 開花 各所  

104 4月23日 コウヤマキ 開花 屋上庭園他  

103 4月23日 カリン 開花 学習展示館裏他  

102 4月23日 フッキソウ 開花 湿地植物園  

101 4月22日 キランソウ 開花していた 各所  

100 4月22日 マツバウンラン 開花 各所  

99 4月22日 フデリンドウ 開花 薬草園周辺他  

98 4月21日 ハナズオウ 開花 見本園  

97 4月21日 佐野菊桜 開花 県木の森前 サクラ品種

96 4月21日 兼六園菊桜 開花 県木の森入口向かい サクラ品種

95 4月21日 ムベ 開花 多目的広場  

94 4月21日 ヤエガワカンバ 開花 見本園  

93 4月18日 シナヒイラギ 開花 西ゲートへの園路沿い  

92 4月18日 キリシマツツジ 開花 管理事務所横三叉路他 サクラ品種

91 4月18日 キシツツジ 開花 学習展示館前他  

90 4月18日 ザイフリボク 開花 多目的広場他  

89 4月17日 松月 開花 作業舎上  サクラ品種

88 4月16日 菊桜 開花 芝生広場 サクラ品種

87 4月16日 永源寺 開花 第5駐車場 サクラ品種

86 4月16日 駿河台匂 開花 第5駐車場 サクラ品種

85 4月16日 紅笠 開花 第5駐車場 サクラ品種

84 4月16日 花笠 開花 第5駐車場 サクラ品種

83 4月16日 爛爛 開花 第5駐車場 サクラ品種

82 4月15日 リキュウバイ 開花 車庫裏  

81 4月15日 トウモクレン 開花 見本園  

80 4月15日 関山 開花 西ゲートへの園路沿い他 サクラ品種

79 4月15日 紅普賢 開花 第5駐車場 サクラ品種

78 4月15日 御衣黄 開花 管理事務所横園路沿い サクラ品種

77 4月14日 シロライラック 開花 車庫上  

76 4月14日 エヒメアヤメ 開花 管理事務所駐車場横  

75 4月12日 白妙 開花 車庫横 サクラ品種

74 4月12日 楊貴妃 開花 車庫上 サクラ品種

73 4月12日 鬱金 開花 きのこの森横他 サクラ品種

72 4月12日 江戸 開花 作業舎横 サクラ品種

71 4月11日 アオキ 開花 正面ゲート三叉路 サクラ品種

70 4月11日 ミツバアケビ 開花 西ゲートへの園路沿い  

69 4月11日 ハナカイドウ 開花 管理事務所横三叉路他  

68 4月11日 ドウダンツツジ 開花 堰堤横他  

67 4月10日 御車返 開花 きのこの森横 サクラ品種

66 4月10日 広島江波山桜 開花 多目的広場 サクラ品種 

65 4月10日 手弱女 開花 第5駐車場 サクラ品種

64 4月6日 オキナグサ 開花 管理事務所前 　 

63 4月6日 イスノキ 開花 管理事務所横園路沿い 　

62 4月5日 オウバイ 開花 管理事務所前 　

61 4月3日 ハウチワカエデ 開花 苗畑 　
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60 4月3日 スミレ 開花 駐車場 　

59 4月3日 八重紅大島 開花 西ゲートへの園路沿い サクラ品種 

58 4月3日 赤実大島 開花 西ゲートへの園路沿い サクラ品種 

57 4月3日 紅豊 開花 第5駐車場 サクラ品種 

56 4月3日 思川 開花 西ゲートへの園路沿い サクラ品種 

55 4月3日 ヤマザクラ 開花 管理事務所横園路沿い 　

54 4月3日 越の彼岸 開花 第5駐車場 サクラ品種

53 4月2日 コバノミツバツツジ 開花 園路沿い 　

52 4月2日 ベニスモモ 開花 見本園 　

51 4月1日 枝垂桜 開花 作業舎上 サクラ品種 

50 4月1日 爛爛 開花 第5駐車場 サクラ品種 

49 4月1日 八重紅枝垂 開花 レストハウス前 サクラ品種 

48 4月1日 オオヤマザクラ 開花 車庫上 　

47 3月30日 染井吉野 開花 学習展示館上 サクラ品種 

46 3月29日 ジンチョウゲ 開花 管理事務所前 　

45 3月29日 陽光 開花 レストハウス進入路 サクラ品種 

44 3月29日 八重紅彼岸 開花 県木の森下 サクラ品種 

43 3月29日 寒桜 開花 多目的広場のり面 サクラ品種 

42 3月28日 紅枝垂 開花 レストハウス前 サクラ品種 

41 3月28日 寒咲大島 開花 作業舎裏のり面 サクラ品種 

40 3月28日 大寒桜 開花 第5駐車場 サクラ品種 

39 3月27日 修善寺寒桜 開花 管理事務所横園路沿い サクラ品種 

38 3月27日 カツラ 開花 ツバキ園入口 　

37 3月27日 アメリカハナノキ 開花 見本園 　

36 3月27日 コブシ 開花 見本園 　

35 3月27日 タムシバ 開花 サクラの森入口 　

34 3月27日 クロモジ 開花 園路沿い 　

33 3月27日 シロモジ 開花 園路沿い 　

32 3月26日 ヒュウガミズキ 開花 車庫前 　

31 3月26日 ダンコウバイ 開花 きのこの森 　

30 3月25日 ハナノキ 開花 県木の森入口 　

29 3月25日 小彼岸 開花 第5駐車場前 サクラ品種 

28 3月25日 カンヒザクラ 開花 苗畑 　

27 3月23日 アオモジ 開花 管理事務所横園路沿い 　

26 3月20日  河津桜 開花 展望広場 サクラ品種 

25 3月20日  アズキネコヤナギ 開花 苗畑 　

24 3月20日  キンメネコヤナギ 開花 苗畑  

23 3月19日  ミツマタ 開花 管理事務所前  

22 3月19日  トサミズキ 開花 車庫裏  

21 3月19日  キブシ 開花 中水池下  

20 3月19日  紅梅 開花 見本園、管理事務所前 　 

19 3月12日 アブラチャン 開花 管理事務所横園路沿い 　

18 3月11日 キャラボク 開花 学習展示館前 　

17 3月11日 メタセコイア 開花 各所 　

16 3月5日 マンサク 開花 林間広場上 　

15 3月5日 紅梅 開花 学習展示館前 　
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14 3月4日 シキミ 開花 レストハウス谷沿い 　

13 3月2日 大日の曙 開花 ツバキ園 ツバキ品種

12 3月1日 一子侘助 開花 ツバキ園 ツバキ品種

11 2月26日 レンテンローズ 開花 管理事務所前 　

10 2月22日 アケボノアセビ 開花 西ゲートへの園路沿い 　

9 2月20日 アセビ 開花 園路沿い他 　

8 2月11日 十月桜 春咲き 三叉路 　

7 2月11日 弓場絞 開花 ツバキ園 ツバキ品種

6 2月11日 玉霞 開花 ツバキ園 ツバキ品種

5 2月11日 菊月 開花 ツバキ園 ツバキ品種

4 2月11日 白梅 開花 苗畑 　

3 2月11日 アテツマンサク 開花 管理事務所横園路沿い 　

2 2月6日 秋の山 開花 ツバキ園 ツバキ品種

1 1月25日 ソシンロウバイ 開花 管理事務所前 　


