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昭和40年代後半以降西日本各地で顕在化したマツノザイセンチュウによる松枯れ被害は、その

後北上を続け、現在、北海道を除く46都府県で被害が発生しています。このため森林総合研究所

林木育種センター及び各育種場では、昭和53年度からマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発を

行い、令和３年度までに、アカマツ303品種、クロマツ262品種を開発しました。

このなかには、開発した抵抗性品種同士を交配させ、より抵抗性の強い第2世代のアカマツ50品

種、クロマツ67品種が含まれています。

概 要

育種基本区 アカマツ クロマツ

東 北 ６９ ５２

関 東 ３０ ２８

関 西 １５８（５０） ８３（１２）

九 州 ４６ ９９（５５）

合 計 ３０３（５０） ２６２（６７）

育種基本区別のマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発数

松枯れ被害の状況

マツノマダラカミキリ
マツノマダラカミキリの成虫は、マツノザ
イセンチュウをマツからマツへと運びます。

マツノザイセンチュウ（体長0.6mm～1.0mm）

マツノザイセンチュウは、マツノマダラカミキリ
がマツの若い小枝の樹皮を食べてできた傷口から
侵入・繁殖し、松枯れの原因となります。

（ ）は第２世代抵抗性品種



マツノザイセンチュウ抵抗性品種を用いた健全な松林の再生へ

マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発から採種園造成まで

①激害地で生き残っ
た個体から、抵抗性
候補木を選抜

②候補木から枝または
種子を採り、苗木養成

③センチュウを人工接種

④生存率等の調査

採種園産種子の後代抵抗性の確認

⑤抵抗性品種による
採種園の造成

このように抵抗性品種の苗木は、従来の苗木に比べて
マツノザイセンチュウ抵抗性は明らかに優れています。

品種の開発

生存率や健全率の調査を行い、
国内のマツに比べて抵抗性が
高いテーダマツと比較します。
その結果が、テーダマツと同
等かそれよりも高い家系を合
格木と判定

樹種 植栽本数 生存率

（本） （％）

アカマツ 2029        91                 

クロマツ 452        95                 

採種園産苗の苗畑における抵抗性
の確認
センチュウを人工的に接種して、抵抗性と非
抵抗性マツの生存率を比較

熊本県水俣市における植
栽７年次における抵抗性
マツの生存率

さらに、山行き苗はセンチュウを人工接
種し、生き残ったものを現地に植栽

テーダマツの生存率 ０．４


Graph1

		0.1		0.1

		0.2		0.2

		0.3		0.3

		0.4		0.4

		0.5		0.5

		0.6		0.6

		0.7		0.7

		0.8		0.8

		0.9		0.9



　

従来の苗木

採種園産苗木

生存率

家系頻度

0.431372549

0

0.3333333333

0

0.0980392157

0.0714285714

0.0392156863

0.2142857143

0

0.2142857143

0.0588235294

0.1428571429

0.0392156863

0.2857142857

0

0.0714285714

0

0



Data97Est (2)

						select				non-sel				gain				fam x year

				black		0.5139691335		14		0.1659497022		51		0.3480194313				fam				0.02358

						3.7857142857		10.2142857143		1.2549019608		1.9215686275						fam x year				0.00945		0.7138964578

				red		0.6498338554		91		0.4726414348		50		0.1771924206								0.01953

						5.9340659341		16.1318681319		1.2708333333		2.7291666667

				taeda		0.4735734405

						7.6		17.6

								select				non-sel				gain

				red pine				0.650		91		0.473		50		0.177						0.1593000831				0.1914341673				1.2017204489

								5.9340659341		16.1318681319		1.2708333333		2.7291666667

				black pine				0.514		14		0.166		51		0.348						0.1630376963				0.1980140519				1.2145292554

								3.7857142857		10.2142857143		1.2549019608		1.9215686275

				loblolly pine								0.474		5

												7.6		17.6

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								black		selected		0		0		1		3		3		2		4		1		0		0		14

										non-selected		22		17		5		2		0		3		2		0		0		0		51

								red		selected		0		0		0		2		12		14		31		26		6		0		91

										non-selected		0		2		7		8		13		6		7		6		1		0		50

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								black pine		selected		0		0		0.0714285714		0.2142857143		0.2142857143		0.1428571429		0.2857142857		0.0714285714		0		0		1		□		抵抗性 テイコウセイ

								black pine		non-selected		0.431372549		0.3333333333		0.0980392157		0.0392156863		0		0.0588235294		0.0392156863		0		0		0		1				非抵抗性 ヒテイコウセイ

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								red pine		selected		0		0		0		0.021978022		0.1318681319		0.1538461538		0.3406593407		0.2857142857		0.0659340659		0		1				抵抗性 テイコウセイ

								red pine		non-selected		0		0.04		0.14		0.16		0.26		0.12		0.14		0.12		0.02		0		1				非抵抗性 ヒテイコウセイ

										0		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

		1001		6		18		0.8108		0.5253909109												1

		1002		3		7		0.8308		0.5453394703												1

		1003		5		15		0.9107		0.6239944103														1

		1004		2		6		0.6448		0.3612474065								1

		1005		5		12		0.6465		0.3628814364								1

		1006		6		15		0.5444		0.268225507						1

		1007		3		7		0.6545		0.3705919558								1

		1008		3		5		0.7572		0.4718167818										1

		1009		3		9		0.782		0.4966018628										1

		1010		4		12		0.9476		0.6593718098														1

		1011		1		3		0.9947		0.7032425427																1

		1012		3		9		0.9168		0.6298944898														1

		1013		4		12		0.9808		0.6904658084														1

		1014		5		13		0.7719		0.4865034761										1

		1501		1		3		0.2774		0.074997094		1

		1502		1		1		0.2		0.039469503		1

		1503		1		1		0.556		0.2785653844						1

		1504		2		2		0.3816		0.1386861226				1

		1505		3		5		0.3736		0.1332027067				1

		1506		1		1		0.38		0.1375819946				1

		1507		1		1		0.29		0.081768675		1

		1508		1		1		0.455		0.1931271253				1

		1509		1		1		0.452		0.1907641519				1																																		主用 シュヨウ

		1510		1		3		0.3938		0.1472259326				1

		1511		1		6		0.3159		0.0965171303		1

		1514		1		1		0.445		0.1852939867				1

		1515		1		3		0.5244		0.2506942014						1

		1516		1		3		0.1444		0.0207068359		1

		1518		1		1		0.846		0.5604535687												1

		1519		1		1		0.9023		0.6158396871														1

		1520		2		6		0.2952		0.0846409659		1

		1521		1		3		0.8288		0.5433473525												1

		1522		1		3		0.5274		0.2532991498						1

		1523		1		1		0.602		0.3206866454								1

		1524		1		1		0.324		0.1013537108				1

		1525		2		2		0.3031		0.0890905044		1

		1526		1		1		0.314		0.0953979095		1

		1527		1		2		0.437		0.1791179595				1

		1528		2		2		0.1241		0.0153219105		1

		1529		2		2		0.2836		0.0782956787		1

		1530		1		1		0.174		0.0299716854		1

		1531		1		1		0.382		0.1389627332				1

		1532		1		1		0.364		0.1267466748				1

		1533		2		2		0.3981		0.1502861871				1

		1534		1		1		0.145		0.0208780622		1

		1535		2		2		0.3321		0.1062949097				1

		1536		1		1		0.248		0.0602533809		1

		1537		1		1		0.175		0.0303136436		1

		1538		1		1		0.185		0.0338363272		1

		1539		1		1		0.424		0.1692578071				1

		1540		2		2		0.1816		0.0326176219		1

		1541		2		2		0.2786		0.0756304454		1

		1542		1		1		0.914		0.6271886041														1

		1543		1		1		0.301		0.08789766		1

		1547		1		3		0.0901		0.0080960664		1

		1552		2		4		0.0571		0.0032568681		1

		1560		1		1		0.202		0.0402520218		1

		1561		1		1		0.338		0.1099591682				1

		1562		1		1		0.472		0.2067234585						1

		1563		1		3		0.4038		0.1543826326				1

		1564		1		1		0.243		0.0578958508		1

		1565		2		2		0.5901		0.3096300522								1

		1566		1		1		0.556		0.2785653844						1

		1567		1		3		0.8154		0.5299838365												1

		1568		1		3		0.4238		0.1691078418				1

		2001		7		18		0.9815		0.6911128438														1

		2002		7		18		0.927		0.6397165663														1

		2003		6		16		0.6537		0.3698193805								1

		2004		7		18		0.9825		0.69203653														1

		2005		8		21		0.9888		0.6978379395														1

		2006		3		9		1.0361		0.7403284525																1

		2007		7		18		0.9536		0.6650472445														1

		2008		6		15		0.9167		0.6297979207														1

		2009		7		18		1.1231		0.8126062081																		1

		2010		7		18		0.777		0.4916022315										1

		2011		2		2		1.023		0.7287597814																1

		2012		6		16		1.0381		0.7420803427																1

		2013		6		15		0.9061		0.6195329164														1

		2014		7		18		0.7801		0.4947019358										1

		2015		6		16		1.0647		0.7650013177																1

		2016		7		20		0.7684		0.4830051107										1

		2017		6		16		0.9576		0.6688177143														1

		2018		8		21		0.7119		0.4267662412										1

		2019		7		18		0.7839		0.4985018388										1

		2020		7		18		0.9186		0.6316318421														1

		2021		8		21		0.881		0.595020385												1

		2022		7		18		0.7394		0.454066692										1

		2023		6		15		1.0563		0.7578410903																1

		2024		5		13		0.6512		0.3674072396								1

		2025		8		21		0.8494		0.563827202												1

		2026		8		21		1.0374		0.7414676203																1

		2027		8		21		0.9758		0.6858333462														1

		2028		8		21		1.0162		0.7226922554																1

		2029		6		16		1.0599		0.7609187883																1

		2030		7		18		0.7536		0.4682232668										1

		2031		4		12		1.0035		0.7112508355																1

		2032		7		19		0.8566		0.5709614324												1

		2033		7		19		0.6923		0.4074388427										1

		2034		7		18		0.7687		0.4833049404										1

		2035		5		13		0.7965		0.5111009244												1

		2036		8		21		0.785		0.4996018366										1

		2037		6		15		0.8585		0.5728416832												1

		2038		6		17		0.9961		0.7045208647																1

		2039		7		19		1.0331		0.7376934162																1

		2040		7		18		0.9851		0.6944345099														1

		2041		7		16		0.8695		0.5837058224												1

		2042		7		18		1.126		0.8148642559																		1

		2043		8		21		0.958		0.669194171														1

		2044		5		14		0.9107		0.6239944103														1

		2045		5		15		0.9162		0.6293149972														1

		2046		2		6		1.0426		0.7460078913																1

		2047		6		18		0.9872		0.6963675047														1

		2048		5		15		1.0348		0.7391876601																1

		2049		4		11		0.8042		0.5187974058												1

		2050		8		21		0.8415		0.5559841935												1

		2051		4		12		0.7165		0.4313196674										1

		2052		5		15		0.8371		0.5516097504												1

		2053		4		10		0.9814		0.6910204331														1

		2054		4		12		1.0697		0.7692279771																1

		2055		5		15		1.0697		0.7692279771																1

		2056		4		8		0.9203		0.6332711087														1

		2057		5		14		0.7304		0.4451126751										1

		2058		4		12		1.0725		0.7715831735																1

		2059		5		15		0.8025		0.5170985022												1

		2060		5		15		0.9187		0.6317283118														1

		2061		5		14		0.8929		0.6066755085														1

		2062		6		17		0.8052		0.5197966606												1

		2063		7		20		1.0208		0.7268013343																1

		2064		4		12		0.9891		0.6981134209														1

		2065		6		18		0.9675		0.6781026568														1

		2066		2		6		0.963		0.6738906657														1

		2067		5		15		0.9614		0.6723896569														1

		2068		6		17		0.8405		0.5549903704												1

		2069		6		18		1.076		0.7745151836																1

		2070		7		20		0.8841		0.5980620455												1

		2071		7		19		1.056		0.75758401																1

		2072		6		17		0.9434		0.6553853019														1

		2073		4		12		1.0946		0.7898676024																1

		2074		6		17		1.1442		0.8287906041																		1

		2075		7		19		1.0842		0.7813315401																1

		2076		5		15		0.9796		0.6893557371														1

		2077		8		21		1.0247		0.7302700955																1

		2078		7		20		0.9582		0.6693823588														1

		2079		6		17		0.9754		0.6854619403														1

		2080		6		17		0.9034		0.6169094773														1

		2081		6		16		0.9262		0.6389482557														1

		2082		3		7		0.9688		0.6793167835														1

		2083		6		17		1.0819		0.7794271918																1

		2084		7		20		1.1827		0.8567930036																		1

		2085		7		20		1.0374		0.7414676203																1

		2086		8		21		1.0597		0.7607481585																1

		2087		3		9		0.8128		0.527388122												1

		2088		3		9		1.2303		0.8884740811																		1

		2089		6		18		1.1828		0.8568630533																		1

		2090		6		17		0.9524		0.6639140328														1

		2091		5		15		1.0427		0.746094945																1

		2501		1		3		0.5773		0.2978577901						1

		2502		2		3		0.3234		0.1009918421				1

		2503		1		2		0.8572		0.5715553078												1

		2504		1		3		0.7561		0.4707185997										1

		2505		1		3		0.9001		0.6136984298														1

		2506		2		5		0.7068		0.4217251393										1

		2507		1		3		0.8954		0.6091166039														1

		2508		1		2		0.5812		0.301430973								1

		2510		1		1		0.409		0.1581589332				1

		2511		1		3		1.0368		0.7409420529																1

		2512		1		3		0.9594		0.6705109153														1

		2513		3		6		0.6679		0.3835802934								1

		2514		1		1		0.5		0.2298488471						1

		2515		2		3		0.8124		0.5269887138												1

		2516		1		2		0.9297		0.6423069626														1

		2517		1		1		0.831		0.5455386427												1

		2518		1		3		0.8368		0.5513113436												1

		2519		1		2		1.1427		0.8276590508																		1

		2520		1		2		1.0022		0.710071852																1

		2521		2		5		0.6906		0.4057687646										1

		2522		1		2		0.6262		0.3434780533								1

		2523		1		2		0.5947		0.3138915866								1

		2524		1		2		0.8352		0.549719531												1

		2526		1		1		0.693		0.408126834										1

		2527		1		3		0.7491		0.4637337115										1

		2528		1		1		0.784		0.4986018384										1

		2529		1		2		0.7157		0.4305273388										1

		2530		2		5		1.0035		0.7112508355																1

		2531		1		1		0.51		0.2383170244						1

		2532		1		2		0.9522		0.6637250722														1

		2533		3		8		0.7581		0.4727153961										1

		2534		3		6		0.6249		0.3422439235								1

		2535		3		8		0.8956		0.6093117745														1

		2536		1		2		0.9927		0.7014136068																1

		2537		1		1		0.779		0.4936020112										1

		2538		2		4		0.6428		0.3593270734								1

		2539		1		2		0.5407		0.2649534191						1

		2540		1		1		0.925		0.6377951234														1

		2541		1		2		0.5052		0.234239027						1

		2542		1		2		1.0522		0.7543196633																1

		2543		1		3		1.0028		0.7106161752																1

		2544		1		3		0.6284		0.3455689868								1

		2545		1		3		0.7494		0.4640329278										1

		2546		1		2		0.7752		0.4898025437										1

		2547		1		3		0.4934		0.2243188351						1

		2548		1		2		0.7342		0.4488912586										1

		2549		1		3		0.6374		0.3541535034								1

		2550		1		1		0.561		0.2830593124						1

		2551		1		3		0.8274		0.5419524555												1

		2552		1		1		0.784		0.4986018384										1

		3001		8		19		0.8613		0.5756106542												1

		3002		8		19		0.7547		0.4693211191										1

		3003		8		19		0.7128		0.4276566533										1

		3004		7		16		0.7694		0.4840045662										1

		3005		7		15		0.6962		0.4112742099										1
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						select				non-sel				gain				fam x year

				black		0.5139691335		14		0.1659497022		51		0.3480194313				fam				0.02358

						3.7857142857		10.2142857143		1.2549019608		1.9215686275						fam x year				0.00945		0.7138964578

				red		0.6498338554		91		0.4726414348		50		0.1771924206								0.01953

						5.9340659341		16.1318681319		1.2708333333		2.7291666667

				taeda		0.4735734405

						7.6		17.6

								select				non-sel				gain

				red pine				0.650		91		0.473		50		0.177						0.1593000831				0.1914341673				1.2017204489

								5.9340659341		16.1318681319		1.2708333333		2.7291666667

				black pine				0.514		14		0.166		51		0.348						0.1630376963				0.1980140519				1.2145292554

								3.7857142857		10.2142857143		1.2549019608		1.9215686275

				loblolly pine								0.474		5

												7.6		17.6

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								black		selected		22		17		5		2		0		3		2		0		0		0		51

										non-selected		0		0		1		3		3		2		4		1		0		0		14

								red		selected		0		0		0		2		12		14		31		26		6		0		91

										non-selected		0		2		7		8		13		6		7		6		1		0		50

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								black pine		selected		0.431372549		0.3333333333		0.0980392157		0.0392156863		0		0.0588235294		0.0392156863		0		0		0		1		□		従来の苗木 ジュウライナエギ

								black pine		non-selected		0		0		0.0714285714		0.2142857143		0.2142857143		0.1428571429		0.2857142857		0.0714285714		0		0		1				採種園産苗木 サイシュエンサンナエギ

												0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		total

								red pine		selected		0		0		0		0.021978022		0.1318681319		0.1538461538		0.3406593407		0.2857142857		0.0659340659		0		1				抵抗性 テイコウセイ

								red pine		non-selected		0		0.04		0.14		0.16		0.26		0.12		0.14		0.12		0.02		0		1				非抵抗性 ヒテイコウセイ

										0		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

		1001		6		18		0.8108		0.5253909109												1

		1002		3		7		0.8308		0.5453394703												1

		1003		5		15		0.9107		0.6239944103														1

		1004		2		6		0.6448		0.3612474065								1

		1005		5		12		0.6465		0.3628814364								1

		1006		6		15		0.5444		0.268225507						1

		1007		3		7		0.6545		0.3705919558								1

		1008		3		5		0.7572		0.4718167818										1

		1009		3		9		0.782		0.4966018628										1

		1010		4		12		0.9476		0.6593718098														1

		1011		1		3		0.9947		0.7032425427																1

		1012		3		9		0.9168		0.6298944898														1

		1013		4		12		0.9808		0.6904658084														1

		1014		5		13		0.7719		0.4865034761										1

		1501		1		3		0.2774		0.074997094		1

		1502		1		1		0.2		0.039469503		1

		1503		1		1		0.556		0.2785653844						1

		1504		2		2		0.3816		0.1386861226				1

		1505		3		5		0.3736		0.1332027067				1

		1506		1		1		0.38		0.1375819946				1

		1507		1		1		0.29		0.081768675		1

		1508		1		1		0.455		0.1931271253				1

		1509		1		1		0.452		0.1907641519				1																																		主用 シュヨウ

		1510		1		3		0.3938		0.1472259326				1

		1511		1		6		0.3159		0.0965171303		1

		1514		1		1		0.445		0.1852939867				1

		1515		1		3		0.5244		0.2506942014						1

		1516		1		3		0.1444		0.0207068359		1

		1518		1		1		0.846		0.5604535687												1

		1519		1		1		0.9023		0.6158396871														1

		1520		2		6		0.2952		0.0846409659		1

		1521		1		3		0.8288		0.5433473525												1

		1522		1		3		0.5274		0.2532991498						1

		1523		1		1		0.602		0.3206866454								1

		1524		1		1		0.324		0.1013537108				1

		1525		2		2		0.3031		0.0890905044		1

		1526		1		1		0.314		0.0953979095		1

		1527		1		2		0.437		0.1791179595				1

		1528		2		2		0.1241		0.0153219105		1

		1529		2		2		0.2836		0.0782956787		1

		1530		1		1		0.174		0.0299716854		1

		1531		1		1		0.382		0.1389627332				1

		1532		1		1		0.364		0.1267466748				1

		1533		2		2		0.3981		0.1502861871				1

		1534		1		1		0.145		0.0208780622		1

		1535		2		2		0.3321		0.1062949097				1

		1536		1		1		0.248		0.0602533809		1

		1537		1		1		0.175		0.0303136436		1

		1538		1		1		0.185		0.0338363272		1

		1539		1		1		0.424		0.1692578071				1

		1540		2		2		0.1816		0.0326176219		1

		1541		2		2		0.2786		0.0756304454		1

		1542		1		1		0.914		0.6271886041														1

		1543		1		1		0.301		0.08789766		1

		1547		1		3		0.0901		0.0080960664		1

		1552		2		4		0.0571		0.0032568681		1

		1560		1		1		0.202		0.0402520218		1

		1561		1		1		0.338		0.1099591682				1

		1562		1		1		0.472		0.2067234585						1

		1563		1		3		0.4038		0.1543826326				1

		1564		1		1		0.243		0.0578958508		1

		1565		2		2		0.5901		0.3096300522								1

		1566		1		1		0.556		0.2785653844						1

		1567		1		3		0.8154		0.5299838365												1

		1568		1		3		0.4238		0.1691078418				1

		2001		7		18		0.9815		0.6911128438														1

		2002		7		18		0.927		0.6397165663														1

		2003		6		16		0.6537		0.3698193805								1

		2004		7		18		0.9825		0.69203653														1

		2005		8		21		0.9888		0.6978379395														1

		2006		3		9		1.0361		0.7403284525																1

		2007		7		18		0.9536		0.6650472445														1

		2008		6		15		0.9167		0.6297979207														1

		2009		7		18		1.1231		0.8126062081																		1

		2010		7		18		0.777		0.4916022315										1

		2011		2		2		1.023		0.7287597814																1

		2012		6		16		1.0381		0.7420803427																1

		2013		6		15		0.9061		0.6195329164														1

		2014		7		18		0.7801		0.4947019358										1

		2015		6		16		1.0647		0.7650013177																1

		2016		7		20		0.7684		0.4830051107										1

		2017		6		16		0.9576		0.6688177143														1

		2018		8		21		0.7119		0.4267662412										1

		2019		7		18		0.7839		0.4985018388										1

		2020		7		18		0.9186		0.6316318421														1

		2021		8		21		0.881		0.595020385												1

		2022		7		18		0.7394		0.454066692										1

		2023		6		15		1.0563		0.7578410903																1

		2024		5		13		0.6512		0.3674072396								1

		2025		8		21		0.8494		0.563827202												1

		2026		8		21		1.0374		0.7414676203																1

		2027		8		21		0.9758		0.6858333462														1

		2028		8		21		1.0162		0.7226922554																1

		2029		6		16		1.0599		0.7609187883																1

		2030		7		18		0.7536		0.4682232668										1

		2031		4		12		1.0035		0.7112508355																1

		2032		7		19		0.8566		0.5709614324												1

		2033		7		19		0.6923		0.4074388427										1

		2034		7		18		0.7687		0.4833049404										1

		2035		5		13		0.7965		0.5111009244												1

		2036		8		21		0.785		0.4996018366										1

		2037		6		15		0.8585		0.5728416832												1

		2038		6		17		0.9961		0.7045208647																1

		2039		7		19		1.0331		0.7376934162																1

		2040		7		18		0.9851		0.6944345099														1

		2041		7		16		0.8695		0.5837058224												1

		2042		7		18		1.126		0.8148642559																		1

		2043		8		21		0.958		0.669194171														1

		2044		5		14		0.9107		0.6239944103														1

		2045		5		15		0.9162		0.6293149972														1

		2046		2		6		1.0426		0.7460078913																1

		2047		6		18		0.9872		0.6963675047														1

		2048		5		15		1.0348		0.7391876601																1

		2049		4		11		0.8042		0.5187974058												1

		2050		8		21		0.8415		0.5559841935												1

		2051		4		12		0.7165		0.4313196674										1

		2052		5		15		0.8371		0.5516097504												1

		2053		4		10		0.9814		0.6910204331														1

		2054		4		12		1.0697		0.7692279771																1

		2055		5		15		1.0697		0.7692279771																1

		2056		4		8		0.9203		0.6332711087														1

		2057		5		14		0.7304		0.4451126751										1

		2058		4		12		1.0725		0.7715831735																1

		2059		5		15		0.8025		0.5170985022												1

		2060		5		15		0.9187		0.6317283118														1

		2061		5		14		0.8929		0.6066755085														1

		2062		6		17		0.8052		0.5197966606												1

		2063		7		20		1.0208		0.7268013343																1

		2064		4		12		0.9891		0.6981134209														1

		2065		6		18		0.9675		0.6781026568														1

		2066		2		6		0.963		0.6738906657														1

		2067		5		15		0.9614		0.6723896569														1

		2068		6		17		0.8405		0.5549903704												1

		2069		6		18		1.076		0.7745151836																1

		2070		7		20		0.8841		0.5980620455												1

		2071		7		19		1.056		0.75758401																1

		2072		6		17		0.9434		0.6553853019														1

		2073		4		12		1.0946		0.7898676024																1

		2074		6		17		1.1442		0.8287906041																		1

		2075		7		19		1.0842		0.7813315401																1

		2076		5		15		0.9796		0.6893557371														1

		2077		8		21		1.0247		0.7302700955																1

		2078		7		20		0.9582		0.6693823588														1

		2079		6		17		0.9754		0.6854619403														1

		2080		6		17		0.9034		0.6169094773														1

		2081		6		16		0.9262		0.6389482557														1

		2082		3		7		0.9688		0.6793167835														1

		2083		6		17		1.0819		0.7794271918																1

		2084		7		20		1.1827		0.8567930036																		1

		2085		7		20		1.0374		0.7414676203																1

		2086		8		21		1.0597		0.7607481585																1

		2087		3		9		0.8128		0.527388122												1

		2088		3		9		1.2303		0.8884740811																		1

		2089		6		18		1.1828		0.8568630533																		1

		2090		6		17		0.9524		0.6639140328														1

		2091		5		15		1.0427		0.746094945																1

		2501		1		3		0.5773		0.2978577901						1

		2502		2		3		0.3234		0.1009918421				1

		2503		1		2		0.8572		0.5715553078												1

		2504		1		3		0.7561		0.4707185997										1

		2505		1		3		0.9001		0.6136984298														1

		2506		2		5		0.7068		0.4217251393										1

		2507		1		3		0.8954		0.6091166039														1

		2508		1		2		0.5812		0.301430973								1

		2510		1		1		0.409		0.1581589332				1

		2511		1		3		1.0368		0.7409420529																1

		2512		1		3		0.9594		0.6705109153														1

		2513		3		6		0.6679		0.3835802934								1

		2514		1		1		0.5		0.2298488471						1

		2515		2		3		0.8124		0.5269887138												1

		2516		1		2		0.9297		0.6423069626														1

		2517		1		1		0.831		0.5455386427												1

		2518		1		3		0.8368		0.5513113436												1

		2519		1		2		1.1427		0.8276590508																		1

		2520		1		2		1.0022		0.710071852																1

		2521		2		5		0.6906		0.4057687646										1

		2522		1		2		0.6262		0.3434780533								1

		2523		1		2		0.5947		0.3138915866								1

		2524		1		2		0.8352		0.549719531												1

		2526		1		1		0.693		0.408126834										1

		2527		1		3		0.7491		0.4637337115										1

		2528		1		1		0.784		0.4986018384										1

		2529		1		2		0.7157		0.4305273388										1

		2530		2		5		1.0035		0.7112508355																1

		2531		1		1		0.51		0.2383170244						1

		2532		1		2		0.9522		0.6637250722														1

		2533		3		8		0.7581		0.4727153961										1

		2534		3		6		0.6249		0.3422439235								1

		2535		3		8		0.8956		0.6093117745														1

		2536		1		2		0.9927		0.7014136068																1

		2537		1		1		0.779		0.4936020112										1

		2538		2		4		0.6428		0.3593270734								1

		2539		1		2		0.5407		0.2649534191						1

		2540		1		1		0.925		0.6377951234														1

		2541		1		2		0.5052		0.234239027						1

		2542		1		2		1.0522		0.7543196633																1

		2543		1		3		1.0028		0.7106161752																1

		2544		1		3		0.6284		0.3455689868								1

		2545		1		3		0.7494		0.4640329278										1

		2546		1		2		0.7752		0.4898025437										1

		2547		1		3		0.4934		0.2243188351						1

		2548		1		2		0.7342		0.4488912586										1

		2549		1		3		0.6374		0.3541535034								1

		2550		1		1		0.561		0.2830593124						1

		2551		1		3		0.8274		0.5419524555												1

		2552		1		1		0.784		0.4986018384										1

		3001		8		19		0.8613		0.5756106542												1

		3002		8		19		0.7547		0.4693211191										1

		3003		8		19		0.7128		0.4276566533										1

		3004		7		16		0.7694		0.4840045662										1

		3005		7		15		0.6962		0.4112742099										1
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マツノザイセンチュウ抵抗性品種
(ⅰ) アカマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番
号

品  種  名

1 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　白石10号 8 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)アカマツ8号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　五城目103号 9 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)アカマツ23号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　西置賜3号 10 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)アカマツ26号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　上閉伊101号 11 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)アカマツ32号

5 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　久慈102号 12 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(水戸)アカマツ19号

6 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(北上)アカマツ1号 13 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(水戸)アカマツ150号

7 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(北上)アカマツ5号 14 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(内原)アカマツ1号

8 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ25号 15 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(内原)アカマツ2号

9 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ27号 16 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(内原)アカマツ3号

10 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ33号 17 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(内原)アカマツ10号

11 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ34号 18 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ76号

12 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ6号 19 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ101号

13 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ19号 20 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ214号

14 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ22号 21 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ201号

15 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ28号 22 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ230号

16 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ2号 23 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(那珂)アカマツ422号

17 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ10号 24 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　那珂15号

18 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ26号 25 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　那珂21号

19 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(石巻)アカマツ124号 26 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(恵那)アカマツ1号

20 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(七ヶ浜)アカマツ176号 27 マツノザイセンチュウ抵抗性　栃木(佐野)アカマツ87号

21 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(丸森)アカマツ186号 28 マツノザイセンチュウ抵抗性　栃木(那須)アカマツ38号

22 マツノザイセンチュウ抵抗性　前橋営(村上)アカマツ47号 29 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(東大演)アカマツ27号

23 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　西蒲原4号 30 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(東大演)アカマツ31号

24 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　三島2号 1 マツノザイセンチュウ抵抗性　田辺ア-52号

25 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ1号 2 マツノザイセンチュウ抵抗性　吉備ア-77号

26 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ41号 3 マツノザイセンチュウ抵抗性　姫路ア-232号

27 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ47号 4 マツノザイセンチュウ抵抗性　赤坂ア-88号

28 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ48号 5 マツノザイセンチュウ抵抗性　赤坂ア-163号

29 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ94号 6 マツノザイセンチュウ抵抗性　赤坂ア-179号

30 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ130号 7 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山ア-88号

31 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)アカマツ136号 8 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-21号

32 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)アカマツ11号 9 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-40号

33 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)アカマツ17号 10 マツノザイセンチュウ抵抗性　真備ア-70号

34 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)アカマツ55号 11 マツノザイセンチュウ抵抗性　笠岡ア-124号

35 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)アカマツ57号 12 マツノザイセンチュウ抵抗性　笠岡ア-178号

36 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ1号 13 マツノザイセンチュウ抵抗性　鴨方ア-29号

37 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ28号 14 マツノザイセンチュウ抵抗性　金光ア-13号

38 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ34号 15 マツノザイセンチュウ抵抗性　金光ア-25号

39 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ39号 16 マツノザイセンチュウ抵抗性　総社ア-39号

40 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ42号 17 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山ア-82号

41 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　北蒲原3号 18 マツノザイセンチュウ抵抗性　熊山ア-25号

42 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)アカマツ6号 19 マツノザイセンチュウ抵抗性　熊山ア-39号

43 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　五城目105号 20 マツノザイセンチュウ抵抗性　熊山ア-119号

44 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ34号 21 マツノザイセンチュウ抵抗性　真備ア-58号

45 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(大郷)アカマツ193号 22 マツノザイセンチュウ抵抗性　赤坂ア-216号

46 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(山元)アカマツ208号 23 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山ア-85号

47 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(滝沢)アカマツ１号 24 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山ア-132号

48 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新発田)アカマツ64号 25 マツノザイセンチュウ抵抗性　山陽ア-6号

49 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(花泉)アカマツ127号 26 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-66号

50 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ1号 27 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-137号

51 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(東山)アカマツ12号 28 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-140号

52 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ23号 29 マツノザイセンチュウ抵抗性　備前ア-150号

53 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(滝沢)アカマツ2号 30 マツノザイセンチュウ抵抗性　日生ア-35号

54 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ54号 31 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮島ア-54号

55 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(花泉)アカマツ94号 32 マツノザイセンチュウ抵抗性　高松ア-1号

56 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(花泉)アカマツ114号 33 マツノザイセンチュウ抵抗性　阿南ア-34号

57 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)アカマツ41号 34 マツノザイセンチュウ抵抗性　阿南ア-55号

58 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(藤沢)アカマツ40号 35 マツノザイセンチュウ抵抗性　由岐ア-25号

59 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ1号 36 マツノザイセンチュウ抵抗性　宇和島ア-18号

60 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ59号 37 マツノザイセンチュウ抵抗性　宇和島ア-21号

61 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ63号 38 マツノザイセンチュウ抵抗性　宇和島ア-39号

62 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ72号 39 マツノザイセンチュウ抵抗性　宇和島ア-50号

63 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ78号 40 マツノザイセンチュウ抵抗性　西条ア-8号

64 マツノザイセンチュウ抵抗性  岩手(花泉)アカマツ128号 41 マツノザイセンチュウ抵抗性　新居浜ア-7号

65 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ56号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性　新居浜ア-10号

66 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(藤沢)アカマツ58号 43 マツノザイセンチュウ抵抗性　須崎ア-27号

67 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(花泉)アカマツ120号 44 マツノザイセンチュウ抵抗性　須崎ア-31号

68 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(千厩)アカマツ3号 45 マツノザイセンチュウ抵抗性　須崎ア-32号

69 マツノザイセンチュウ抵抗性　岩手(千厩)アカマツ5号 46 マツノザイセンチュウ抵抗性　南国ア-5号

1 マツノザイセンチュウ抵抗性　アカマツ精英樹　吾妻105号 47 マツノザイセンチュウ抵抗性　石川(加賀)アカマツ1号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)アカマツ89号 48 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(河原)アカマツ42号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(武芸川)アカマツ1号 49 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(鳥取)アカマツ108号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(武芸川)アカマツ6号 50 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(鳥取)アカマツ185号

5 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(本巣)アカマツ4号 51 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(鳥取)アカマツ284号

6 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(本巣)アカマツ18号 52 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(鳥取)アカマツ319号

7 マツノザイセンチュウ抵抗性　岐阜(高富)アカマツ8号 53 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(倉吉)アカマツ348号

東 北

関　東

関　東

関 西
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54 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(倉吉)アカマツ349号 130 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ19号

55 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(倉吉)アカマツ411号 131 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ20号

56 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(倉吉)アカマツ588号 132 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ21号

57 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(倉吉)アカマツ602号 133 マツノザイセンチュウ抵抗性  広島(庄原)アカマツ1号

58 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(東伯)アカマツ685号 134 マツノザイセンチュウ抵抗性  広島(庄原)アカマツ2号

59 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(東伯)アカマツ719号 135 マツノザイセンチュウ抵抗性  広島(庄原)アカマツ3号

60 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(東伯)アカマツ746号 136 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ22号

61 マツノザイセンチュウ抵抗性　福井(小浜)アカマツ17号 137 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ23号

62 マツノザイセンチュウ抵抗性　福井(小浜)アカマツ28号 138 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ24号

63 マツノザイセンチュウ抵抗性　福井(小浜)アカマツ30号 139 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ26号

64 マツノザイセンチュウ抵抗性　福井(小浜)アカマツ31号 140 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ29号

65 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(東伯)アカマツ780号 141 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ31号

66 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ1号 142 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ32号

67 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ2号 143 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ33号

68 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ4号 144 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ35号

69 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ5号 145 マツノザイセンチュウ抵抗性  京都(金閣寺)アカマツ37号

70 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ7号 146 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ22号

71 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ8号 147 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ23号

72 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ12号 148 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ24号

73 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ14号 149 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ25号

74 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ16号 150 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ26号

75 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ20号 151 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ27号

76 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ21号 152 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ28号

77 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ23号 153 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ29号

78 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ25号 154 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ30号

79 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ26号 155 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ31号

80 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ27号 156 マツノザイセンチュウ抵抗性　香川(まんのう)アカマツ1号

81 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ28号 157 マツノザイセンチュウ抵抗性　香川(まんのう)アカマツ2号

82 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ29号 158 マツノザイセンチュウ抵抗性　香川(まんのう)アカマツ3号

83 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ30号 1 マツノザイセンチュウ抵抗性　太宰府ア-4号

84 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ31号 2 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-18号

85 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ33号 3 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-29号

86 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ34号 4 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-78号

87 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(丹波)アカマツ35号 5 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-79号

88 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(日吉)アカマツ1号 6 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-118号

89 マツノザイセンチュウ抵抗性　鳥取(気高)アカマツ1号 7 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-142号

90 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(京北)アカマツ2号 8 マツノザイセンチュウ抵抗性　久留米ア-144号

91 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(京北)アカマツ7号 9 マツノザイセンチュウ抵抗性　有田ア-49号

92 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(京北)アカマツ9号 10 マツノザイセンチュウ抵抗性　太良ア-122号

93 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(京北)アカマツ10号 11 マツノザイセンチュウ抵抗性　国見ア-17号

94 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(福知山)アカマツ2号 12 マツノザイセンチュウ抵抗性　国見ア-31号

95 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(福知山)アカマツ5号 13 マツノザイセンチュウ抵抗性　国見ア-53号

96 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(福知山)アカマツ6号 14 マツノザイセンチュウ抵抗性　小浜ア-24号

97 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(和知)アカマツ36号 15 マツノザイセンチュウ抵抗性　熊本ア-16号

98 マツノザイセンチュウ抵抗性　京都(和知)アカマツ38号 16 マツノザイセンチュウ抵抗性　熊本ア-63号

99 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ1号 17 マツノザイセンチュウ抵抗性　本渡ア-1号

100 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ2号 18 マツノザイセンチュウ抵抗性　松島ア-58号

101 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ3号 19 マツノザイセンチュウ抵抗性　松島ア-70号

102 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ4号 20 マツノザイセンチュウ抵抗性　有明ア-7号

103 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ5号 21 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-111号

104 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ6号 22 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-137号

105 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)アカマツ7号 23 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-142号

106 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ1号 24 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-166号

107 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ1号 25 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-167号

108 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ2号 26 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-168号

109 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ3号 27 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-173号

110 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ4号 28 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-186号

111 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ5号 29 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-198号

112 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ6号 30 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-203号

113 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ7号 31 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-204号

114 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ8号 32 マツノザイセンチュウ抵抗性　大分ア-269号

115 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ9号 33 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-84号

116 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ2号 34 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-90号

117 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ3号 35 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-93号

118 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ4号 36 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-108号

119 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ5号 37 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-113号

120 マツノザイセンチュウ抵抗性　和歌山(上富田)アカマツ6号 38 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-117号

121 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ10号 39 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-118号

122 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ11号 40 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-126号

123 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ12号 41 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-132号

124 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ13号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-134号

125 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ14号 43 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-162号

126 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ15号 44 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-165号

127 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ16号 45 マツノザイセンチュウ抵抗性　佐賀関ア-170号

128 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ17号 46 マツノザイセンチュウ抵抗性　延岡ア-219号

129 マツノザイセンチュウ抵抗性　高知(香美)アカマツ18号 303
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マツノザイセンチュウ抵抗性品種

 (ⅱ) クロマツ
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育  種
基本区

番号 品  種  名

1 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(鳴瀬)クロマツ39号 15 マツノザイセンチュウ抵抗性 静岡(浜松)クロマツ16号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(鳴瀬)クロマツ72号 16 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(田原)クロマツ1号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(亘理)クロマツ56号 17 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(田原)クロマツ5号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(山元)クロマツ82号 18 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(岡崎)クロマツ1号

5 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(山元)クロマツ84号 19 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(岡崎)クロマツ22号

6 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(山元)クロマツ90号 20 マツノザイセンチュウ抵抗性 静岡(大須賀)クロマツ31号

7 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(鳴瀬)クロマツ6号 21 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(岡崎)クロマツ10号

8 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ27号 22 マツノザイセンチュウ抵抗性 愛知(岡崎)クロマツ16号

9 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ72号 23 マツノザイセンチュウ抵抗性 千葉(白子)クロマツ1号

10 マツノザイセンチュウ抵抗性　前橋営(村上)クロマツ2号 24 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(鉾田)クロマツ58号

11 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)クロマツ8号 25 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(天津小湊)クロマツ1号

12 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)クロマツ40号 26 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(成東)クロマツ11号

13 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(相川)クロマツ27号 27 マツノザイセンチュウ抵抗性　愛知(田原)クロマツ34号

14 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)クロマツ15号 28 マツノザイセンチュウ抵抗性　愛知(田原)クロマツ40号

15 マツノザイセンチュウ抵抗性　秋田(男鹿)クロマツ151号 1 マツノザイセンチュウ抵抗性 田辺ク-54号

16 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(仙台)クロマツ35号 2 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ク-143号

17 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ5号 3 マツノザイセンチュウ抵抗性 精英樹　三豊ク-103号

18 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ11号 4 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-37号

19 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ16号 5 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-73号

20 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ44号 6 マツノザイセンチュウ抵抗性 三崎ク-90号

21 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(石巻)クロマツ251号 7 マツノザイセンチュウ抵抗性 吉田ク-2号

22 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(石巻)クロマツ260号 8 マツノザイセンチュウ抵抗性 夜須ク-37号

23 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(温海)クロマツ43号 9 マツノザイセンチュウ抵抗性 土佐清水ク-63号

24 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(鶴岡)クロマツ38号 10 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(久美浜)クロマツ10号

25 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(鶴岡)クロマツ44号 11 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(久美浜)クロマツ21号

26 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(鶴岡)クロマツ46号 12 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(網野)クロマツ31号

27 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ33号 13 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(網野)クロマツ43号

28 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ54号 14 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ47号

29 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ55号 15 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ50号

30 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ58号 16 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ51号

31 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ60号 17 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ58号

32 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)クロマツ8号 18 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ60号

33 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(新潟)クロマツ3号 19 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ64号

34 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ1号 20 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ65号

35 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ9号 21 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ69号

36 マツノザイセンチュウ抵抗性　宮城(石巻)クロマツ259号 22 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(丹後)クロマツ71号

37 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ57号 23 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(久美浜)クロマツ109号

38 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ59号 24 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(鳥取)クロマツ7号

39 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ77号 25 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(鳥取)クロマツ13号

40 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)クロマツ1号 26 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(岩美)クロマツ63号

41 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(上越)クロマツ10号 27 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ142号

42 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ15号 28 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(小松)クロマツ99号

43 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(遊佐)クロマツ155号 29 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(大田)クロマツ39号

44 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(村上)クロマツ3号 30 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(浜田)クロマツ6号

45 マツノザイセンチュウ抵抗性  山形(酒田)クロマツ247号 31 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(浜田)クロマツ12号

46 マツノザイセンチュウ抵抗性  山形(酒田)クロマツ259号 32 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(浜田)クロマツ24号

47 マツノザイセンチュウ抵抗性  山形(遊佐)クロマツ157号 33 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(浜田)クロマツ28号

48 マツノザイセンチュウ抵抗性  山形(遊佐)クロマツ166号 34 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(江津)クロマツ29号

49 マツノザイセンチュウ抵抗性  山形(鶴岡)クロマツ40号 35 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(温泉津)クロマツ52号

50 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(酒田)クロマツ195号 36 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(福部)クロマツ51号

51 マツノザイセンチュウ抵抗性　山形(酒田)クロマツ202号 37 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(福部)クロマツ54号

52 マツノザイセンチュウ抵抗性　新潟(長岡)クロマツ37号 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(福部)クロマツ60号

1 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(小高)クロマツ37号 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(福部)クロマツ61号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(小高)クロマツ203号 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取(福部)クロマツ71号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性　福島(いわき)クロマツ27号 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(湖陵)クロマツ60号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性　静岡(大須賀)クロマツ5号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(湖陵)クロマツ77号

5 マツノザイセンチュウ抵抗性　静岡(大須賀)クロマツ6号 43 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(加賀)クロマツ387号

6 マツノザイセンチュウ抵抗性　静岡(大須賀)クロマツ12号 44 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(加賀)クロマツ388号

7 マツノザイセンチュウ抵抗性　静岡(大須賀)クロマツ15号 45 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(志賀)クロマツ396号

8 マツノザイセンチュウ抵抗性　茨城(内原)クロマツ5号 46 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(加賀)クロマツ295号

9 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(富浦)クロマツ7号 47 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井(敦賀)クロマツ14号

10 マツノザイセンチュウ抵抗性　静岡(大須賀)クロマツ23号 48 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井(敦賀)クロマツ15号

11 マツノザイセンチュウ抵抗性　愛知(岡崎)クロマツ25号 49 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(輪島)クロマツ240号

12 マツノザイセンチュウ抵抗性　愛知(岡崎)クロマツ34号 50 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(輪島)クロマツ246号

13 マツノザイセンチュウ抵抗性　愛知(岡崎)クロマツ35号 51 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(江津)クロマツ25号

14 マツノザイセンチュウ抵抗性　千葉(冨山)クロマツ4号 52 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ114号

関 東

東 北

関 東

関 西



マツノザイセンチュウ抵抗性品種

 (ⅱ) クロマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

53 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ117号 36 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-12号

54 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ120号 37 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-19号

55 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ124号 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-2号

56 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ127号 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-5号

57 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ360号 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-11号

58 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都(京丹後)クロマツ99号 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-14号

59 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ346号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-17号

60 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ19号 43 マツノザイセンチュウ抵抗性 福岡(岡垣)クロマツ20号

61 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ20号 44 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ1号

62 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ341号 45 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ2号

63 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ342号 46 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ3号

64 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根(西ノ島)クロマツ344号 47 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ4号

65 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡山(勝央)クロマツ1号 48 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ5号

66 マツノザイセンチュウ抵抗性　石川(志賀)クロマツ58号 49 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ6号

67 マツノザイセンチュウ抵抗性　石川(高松)クロマツ417号 50 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ7号

68 マツノザイセンチュウ抵抗性　石川(富来)クロマツ252号 51 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(水俣)クロマツ5号

69 マツノザイセンチュウ抵抗性　島根(海士)クロマツ32号 52 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ8号

70 マツノザイセンチュウ抵抗性　島根(海士)クロマツ63号 53 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ9号

71 マツノザイセンチュウ抵抗性　島根(海士)クロマツ363号 54 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ10号

72 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ2号 55 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ11号

73 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ3号 56 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ12号

74 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ4号 57 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ13号

75 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ5号 58 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ14号

76 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ6号 59 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ15号

77 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ7号 60 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ16号

78 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ8号 61 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ17号

79 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ9号 62 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ18号

80 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ10号 63 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ19号

81 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ11号 64 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ20号

82 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ12号 65 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ21号

83 マツノザイセンチュウ抵抗性　岡山(勝央)クロマツ13号 66 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ22号

1 マツノザイセンチュウ抵抗性 志摩ク-64号(荒雄) 67 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ23号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性 津屋崎ク-50号 68 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ24号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-1号 69 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ25号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-4号 70 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ26号

5 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-7号 71 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ27号

6 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-9号 72 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ28号

7 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-11号 73 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ29号

8 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-16号 74 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ30号

9 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-17号 75 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ31号

10 マツノザイセンチュウ抵抗性 小浜ク-30号 76 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ32号

11 マツノザイセンチュウ抵抗性 大瀬戸ク-12号 77 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ33号

12 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-8号 78 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ34号

13 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-13号 79 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ35号

14 マツノザイセンチュウ抵抗性 天草ク-20号 80 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ36号

15 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ク-8号 81 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ37号

16 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-8号 82 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ38号

17 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-14号 83 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ39号

18 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-15号 84 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ40号

19 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮崎ク-20号 85 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ41号

20 マツノザイセンチュウ抵抗性 川内ク-290号 86 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ42号

21 マツノザイセンチュウ抵抗性 頴娃ク-425号 87 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ43号

22 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-1号 88 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ44号

23 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-5号 89 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ45号

24 マツノザイセンチュウ抵抗性 吹上ク-25号 90 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ46号

25 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-1号 91 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ47号

26 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-5号 92 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ48号

27 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-6号 93 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ49号

28 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-8号 94 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ50号

29 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-25号 95 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ51号

30 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-29号 96 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ52号

31 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-31号 97 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ53号

32 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-32号 98 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ54号

33 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-35号 99 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本(合志)クロマツ55号

34 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-2号 262
35 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-4号

合　計
　　太字（ゴシック体）は第２世代抵抗性品種
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森林総合研究所林木育種センター及び各育種場の住所等

◯森林総合研究所

林木育種センター

〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師3809-1

TEL 0294（39）7000 FAX 0294（39）7306

（ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/ftbc/index.html

◯北海道育種場 〒069-0836 北海道江別市文京台緑町561番地1

TEL  011（386）5087 FAX  011（386）5420

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/hokuiku/index.html

◯東北育種場 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎95番地

TEL  019（688）4518 FAX  019（694）1715

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/touiku/index.html

◯関西育種場 〒709-4335 岡山県勝田郡勝央町植月中1043

TEL  0868（38）5138 FAX  0868（38）5139

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/kaniku/index.html

◯九州育種場 〒861-1102 熊本県合志市須屋2320-5

TEL  096（242）3151 FAX  096（242）3150

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/kyuiku/index.html

森林総合研究所林木育種センター
森林総合研究所森林バイオ研究センター

森林総合研究所

※赤いラインは、気候や土壌の違いによ
り全国を5つに区分した、林木育種事
業を実施する基本単位である育種基
本区の境を示す。

令和４年２月版
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