
7　登録品種及び主な開発品種

（１）登録品種（平成27年3月31日現在）

登録
番号

登録年月日 樹種注1 登録品種名 特　　　　　　　　性 育成者(所属注2）

やくおきな

屋久翁

ふくたわら

福俵

きたのぱいお
にあいちごう

北のパイオニ
ア1号

そうしゅん

爽春

屋久島の天然木から採穂し育成
した品種。針葉及び枝密度が高
く、針葉が揃っており全体がこ
んもりとした樹形になる。庭
園、公園等の緑化樹向き。

ヒノキではめずらしい樹幹に規
則的な凹凸の「俵しぼ」が見ら
れる。住宅内装用としての用材
向き。

宮田 増男（退職）
園田 一夫（退職）
羽野 幹雄（退職）
力 益實（退職）
大久保 哲哉（退職）

阿黒 辰己（退職）
皆木 和昭（退職）
池上 游亀夫（退職）

2004年3月9日
河野 耕藏（退職）
飯塚 和也（宇都宮大学）

グイマツ精英樹留萌1号とカラ
マツ諏訪14号を交雑した品種。
鼠の食害が少なく、成長も良
い。

11940

9020

9780

すぎ

ひのき2002年1月16日

2001年3月28日

からまつ
属

注1：農林水産植物の種類
注2：所属は、平成27年3月31日現在の所属である。

久保田 正裕（関西育種場）
高橋 誠（林木育種センター）
栗田 学（林木育種センター）
竹田 宣明（九州育種場）
山田 浩雄（林木育種センター）
橋本 光司（林木育種センター）
星 比呂志（林木育種センター）
生方 正俊（林木育種センター）
岩泉 正和（関西育種場）
長谷部 辰高（東北育種場）

16433 2008年3月6日 すぎ

雄花の中に花粉が形成されない
花粉症対策品種。寒害に強く、
樹幹は通直性、完満性、真円性
が共に高い。
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（２）主な開発品種

成長・材質等に優れた品種（平成１７年度以前）

(ⅰ)ス　ギ (ⅱ）ヒノキ

育  種
基本区

育種区
増殖
方法

成長の優れた
品　種

材質の優れた
品　種

抵抗性の優れた
品　種

育　種
基本区

育種区
成長の優れた

品　種
幹の通直性の
優れた品種

蟹田2号 蟹田2号 西津軽4号 平2号
増川4号 盛岡11号 玉造1号　 高崎1号
増川7号 一関2号 玉造5号　 鬼泪4号
大鰐3号 宮城1号 宮城1号　 札郷3号
上閉伊3号 野尻6号
南津軽3号 増川8号 上閉伊14号 野尻7号
増川4号 上閉伊14号 久慈1号　 妻篭5号
脇野沢5号 盛岡11号 玉造1号 坂下3号
花巻5号 水沢6号 玉造5号 鰍沢2号

宮城1号 玉造8号　 揖斐2号
角館1号 秋田1号 高田9号 揖斐3号
村上5号 高田8号 雄勝3号　 富士1号
東南置賜3号 高田9号 富士5号
最上1号 田川1号 富士6号
雄勝1号 新庄1号 出羽の雪1号 伊豆3号
雄勝9号 最上4号 出羽の雪2号 南設楽4号
東南置賜3号 田川1号 長岡1号　 飯石1号
中頸城4号 東頸城5号 六日町1号 邑智5号
新井市1号 東頸城5号 尾鷲2号
富岡3号 尾鷲11号
若松3号 京都1号
南那須5号 吉野5号
矢板4号 東牟婁20号
沼田2号 真庭3号
久慈18号 安佐1号
津久井2号 阿武5号
与瀬3号 豊浦1号
飯山9号 越智1号
武儀8号 宇和島3号
大井5号 馬路1号
天竜6号 本山101号
水窪5号 須崎2号
東加茂3号 窪川4号
額田3号 宿毛4号
名賀1号 県浮羽14号 県小城1号
名賀6号 県神崎3号 県諫早1号
名賀7号 県小城1号 県南高来3号
西牟婁3号 県諫早1号 県松浦1号
津山署4号 県南高来8号
新見署4号 県南高来11号
比婆2号 竹田署3号
山県3号 県阿蘇1号
庄原1号 県東臼杵1号 県伊佐3号
玖珂7号 県薩摩4号 県鹿児島2号
県八女12号 県八女12号 県薩摩8号 県姶良42号

県藤津16号 県姶良22号
北九州 県藤津25号 県姶良30号

県唐津7号 県姶良36号
県臼杵7号 県囎唹3号

県竹田10号 県竹田10号
県日田15号 県日田15号

中九州 県大分5号
県佐伯13号
県児湯2号 県児湯2号
県姶良4号 署水俣5号

南九州 県姶良20号 県東臼杵8号
県姶良34号 日向署2号

注1）関東育種基本区の品種は、「材質」についても平均以上である。

関　東

東　部

実
　
　
生

西　部

さ
し
木

さ
し
木

さし木

さ
し
木

さ
し
木

東　北

北関東

実
生

関東平野

中部山岳

東　海
さ
し
木

九　州

さ
し
木

さ
し
木

南九州

さ
し
木

瀬戸内海
九　州

北九州

関　西

近　畿

中九州
さ
し
木

関東平野

中部山岳

東　海

さ
し
木

関　西

日本海
岸西部

近　畿

瀬戸内海

四国南部

四国北部

関　東

北関東
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(ⅲ）アカマツ (ⅳ）カラマツ

育　種
基本区

育種区 適応地域 総合
育　種
基本区

育種区 総合
材質の優れた

品　種

県)八戸102号 草津1号 塩山1号
営)むつ1号 草津2号 岩村田44号
県)上閉伊101号 吉田16号 南佐久4号
県)上閉伊102号 吉田17号 南佐久10号
営)岩手2号 岩村田32号 県諏訪1号
営)水沢106号 南佐久3号
営)一関6号 南佐久4号
営)久慈102号 南佐久12号 
営)むつ1号 南佐久25号 
営)三本木3号 北佐久5号
県)上閉伊102号 吉田6号 韮崎1号
営)岩手2号 吉田12号 韮崎7号
営)岩手104号 吉田16号 岩村田44号 
営)盛岡101号 南佐久3号 県諏訪1号
営)水沢106号 南佐久16号 吉城2号
営)一関6号 南佐久18号 沼津101号
営)久慈102号 県諏訪1号
県)栗原101号 臼田109号
営)むつ1号 沼津101号
営)三本木3号 沼津102号
県)上閉伊101号 沼津105号
県)上閉伊102号 注1）「総合」は、成長、幹の通直性及び材質がともに優れている品種

営)岩手104号 注2）「材質の優れた品種」は、特に幹の繊維傾斜度の小さい優れた

営)盛岡101号
営)一関6号
営)久慈102号 (ⅴ）アカエゾマツ
県)栗原101号

中　部 北海道適応 大雪108号
留辺蘂110号
弟子屈110号
弟子屈106号
阿寒101号

注）「材質の優れた品種」は、容積密度とヤング係数が高い品種。

(ⅵ）トドマツ

札幌101号

白老1号

大夕張101号

大夕張104号

俄虫109号

檜山9号

佐呂間102号

新得117号

材質の優れた
品　種

成長の優れた
品　種

育  種
基本区

育種区

東　北

北関東

岩手県適応

中部山岳

宮城県適応

東　部

北海道適応

北海道適応

育種区 適応地域

東　部 北海道適応

東  部

適応地域

北海道

西南部

関　東

青森県適応

注）「総合」は、成長及び幹の通直性に優れ、かつマツノザイ
センチュウ接種検定で1次検定に合格した品種。

育　種
基本区

北海道
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初期成長に優れた品種

スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 初期成長に優れたスギ 精英樹 南津軽8号

2 初期成長に優れたスギ 精英樹 南津軽11号

3 初期成長に優れたスギ 精英樹 江刺1号

4 初期成長に優れたスギ 精英樹 九戸4号

5 初期成長に優れたスギ 精英樹 新発田3号

6 初期成長に優れたスギ 精英樹 高田1号

7 初期成長に優れたスギ 精英樹 高田5号

8 初期成長に優れたスギ 精英樹 田川4号

1 初期成長に優れた品種 精英樹 西白河3号

2 初期成長に優れた品種 精英樹 岩瀬1号

3 初期成長に優れた品種 精英樹 上都賀7号

4 初期成長に優れた品種 精英樹 利根1号

5 初期成長に優れた品種 精英樹 碓氷2号

6 初期成長に優れた品種 精英樹 久慈3号

7 初期成長に優れた品種 精英樹 久慈33号

8 初期成長に優れた品種 精英樹 新治2号

9 初期成長に優れた品種 精英樹 鬼泪6号

10 初期成長に優れた品種 精英樹 中5号

11 初期成長に優れた品種 精英樹 郡上1号

12 初期成長に優れた品種 精英樹 揖斐3号

13 初期成長に優れた品種 精英樹 天城5号

14 初期成長に優れた品種 精英樹 新城3号

1 初期成長に優れたスギ 精英樹 度会9号

2 初期成長に優れたスギ 精英樹 甲賀6号

3 初期成長に優れたスギ 精英樹 飾磨8号

4 初期成長に優れたスギ 精英樹 宇陀37号

5 初期成長に優れたスギ 精英樹 日高1号

6 初期成長に優れたスギ 精英樹 西牟婁17号

7 初期成長に優れたスギ 精英樹 西牟婁18号

8 初期成長に優れたスギ 精英樹 真庭5号

9 初期成長に優れたスギ 精英樹 比婆2号

10 初期成長に優れたスギ 精英樹 深安1号

11 初期成長に優れたスギ 精英樹 佐波1号

12 初期成長に優れたスギ 精英樹 阿武3号

13 初期成長に優れたスギ 精英樹 豊浦4号

14 初期成長に優れたスギ 精英樹 津山署4号

15 初期成長に優れたスギ 精英樹 新見署4号

1 初期成長に優れた品種 精英樹 県八女9号

2 初期成長に優れた品種 精英樹 県八女12号

3 初期成長に優れた品種 精英樹 県球磨5号

4 初期成長に優れた品種 精英樹 県臼杵14号

5 初期成長に優れた品種 精英樹 県竹田10号

6 初期成長に優れた品種 精英樹 県日田2号

7 初期成長に優れた品種 精英樹 県日田15号

8 初期成長に優れた品種 精英樹 県東臼杵5号

9 初期成長に優れた品種 精英樹 県東臼杵7号

10 初期成長に優れた品種 精英樹 県西臼杵5号

11 初期成長に優れた品種 精英樹 県児湯3号

12 初期成長に優れた品種 精英樹 綾署2号

13 初期成長に優れた品種 精英樹 綾署3号

14 初期成長に優れた品種 精英樹 県姶良3号

15 初期成長に優れた品種 精英樹 県姶良6号

16 初期成長に優れた品種 精英樹 県姶良16号

17 初期成長に優れた品種 精英樹 県姶良20号

18 初期成長に優れた品種 精英樹 県姶良22号

19 初期成長に優れた品種 精英樹 県肝属1号

20 初期成長に優れた品種 精英樹 県川辺1号

21 初期成長に優れた品種 精英樹 県日置2号

22 初期成長に優れた品種 精英樹 県曽於1号

59

九　州

合　計

関　東

東　北

関　西
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材質優良スギ品種

 スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 材質優良スギ 精英樹 東南置賜3号

2 材質優良スギ 精英樹 東蒲原6号

3 材質優良スギ 精英樹 三戸2号
4 材質優良スギ 精英樹 増川4号
5 材質優良スギ 精英樹 大間6号
6 材質優良スギ 精英樹 気仙5号
7 材質優良スギ 精英樹 気仙8号
8 材質優良スギ 精英樹 田山1号
9 材質優良スギ 精英樹 水沢6号
10 材質優良スギ 精英樹 一関1号
11 材質優良スギ 精英樹 川井1号
12 材質優良スギ 精英樹 大船渡4号
13 材質優良スギ 精英樹 栗原5号
14 材質優良スギ 精英樹 白石1号
15 材質優良スギ 精英樹 古川6号
16 材質優良スギ 精英樹 中新田2号
17 材質優良スギ 精英樹 南津軽6号
1 材質優良スギ 精英樹 富岡3号
2 材質優良スギ 精英樹 若松3号
3 材質優良スギ 精英樹 碓氷2号
4 材質優良スギ 精英樹 久慈18号
5 材質優良スギ 精英樹 武儀8号
6 材質優良スギ 精英樹 東加茂2号
7 材質優良スギ 精英樹 新城4号
1 材質優良スギ 精英樹 飯南2号
2 材質優良スギ 精英樹 吉野65号
3 材質優良スギ 精英樹 西牟婁12号
4 材質優良スギ 精英樹 西牟婁17号
5 材質優良スギ 精英樹 高野署1号
6 材質優良スギ 精英樹 真庭5号
7 材質優良スギ 精英樹 新見4号
8 材質優良スギ 精英樹 豊浦4号
9 材質優良スギ 精英樹 日野8号
10 材質優良スギ 精英樹 宇和島署4号
11 材質優良スギ 精英樹 上浮穴11号
12 材質優良スギ 精英樹 喜多5号
13 材質優良スギ 精英樹 宇和島署1号
14 材質優良スギ 精英樹 海部3号
15 材質優良スギ 精英樹 高岡4号
16 材質優良スギ 精英樹 野根署1号
17 材質優良スギ 精英樹 本山署2号

41

関　東

関　西

合　計

東　北

36



材質優良トドマツ品種

トドマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 材質優良トドマツ 精英樹 定山渓101号

2 材質優良トドマツ 精英樹 白老8号

3 材質優良トドマツ 精英樹 大夕張110号
4 材質優良トドマツ 精英樹 芦別102号
5 材質優良トドマツ 精英樹 俄虫104号

5

北海道

合　計

37



カラマツ材質優良品種

カラマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 材質 精英樹 厚賀1号 22 材質青森営18号

2 材質幾寅13号 23 材質青森営19号

3 材質 精英樹 十勝22号 24 材質青森営20号
4 材質 精英樹 十勝35号 25 材質青森営21号
5 材質 精英樹 十勝85号 26 材質青森営22号
6 材質 精英樹 網走11号 27 材質青森営23号
7 材質北海道営7号 28 材質青森営24号
8 材質北海道営15号 29 材質青森営25号
9 材質北海道営63号 30 材質青森営26号
10 材質北海道営158号 31 材質青森営27号
11 材質北海道営196号 32 材質青森営28号
12 材質帯広営39号 33 材質青森営29号
13 材質帯広営71号 34 材質青森営30号
14 材質帯広営94号 35 材質青森営31号
15 材質帯広営110号 36 材質青森営32号
16 材質帯広営172号 37 材質青森営33号
17 材質帯広営180号 38 材質青森営34号
18 材質帯広営183号 39 材質青森営35号
19 材質帯広営185号 40 材質青森営36号
20 材質北海道営346号 41 材質青森営37号
21 材質北海道営368号 42 材質青森営38号
22 材質北海道営381号 43 材質青森営39号
23 材質函館営34号 44 材質青森営40号
24 材質函館営35号 45 材質青森営41号
25 材質函館営43号 46 材質青森営42号
26 材質函館営55号 47 材質青森営43号
27 材質北海道120号 48 材質青森営45号
28 材質北海道127号 49 材質青森営46号
29 材質北海道155号 50 材質青森営47号
30 材質北海道159号 51 材質青森営48号
31 材質北海道166号 52 材質青森営49号
32 材質北海道219号 53 材質青森営50号
33 材質北海道236号 54 材質青森営51号
34 材質北海道237号 55 材質青森営52号
35 材質北海道241号 56 材質青森営53号
36 材質北海道243号 57 材質青森営54号
37 材質 精英樹 十勝53号 58 材質青森営55号
38 材質 精英樹 十勝78号 59 材質青森営56号
39 材質北見営1号 60 材質青森営57号
40 材質北見営3号 61 材質青森営58号
41 材質北見営4号 62 材質青森営59号
42 材質北見営35号 63 材質青森営60号

43 材質北見営45号 64 材質青森営61号

44 材質北見営49号 65 材質青森営62号
45 材質北見営51号 66 材質青森営63号
46 材質北海道257号 67 材質青森営64号
47 材質北海道277号 68 材質青森営65号
48 材質北海道315号 69 材質青森営66号
49 材質北海道316号 70 材質青森営67号
50 材質北海道318号 71 材質青森営68号
51 材質北海道328号 72 材質青森営69号
52 材質 精英樹 網走10号 73 材質青森営70号
1 材質 精英樹 金木6号 74 材質青森営71号
2 材質 精英樹 盛岡3号 75 材質青森営72号
3 材質 精英樹 白石12号 76 材質青森営73号
4 材質 精英樹 白石15号 77 材質青森営74号
5 材質青森営1号 78 材質青森営75号
6 材質青森営2号 79 材質青森営76号
7 材質青森営3号 80 材質青森営77号
8 材質青森営4号 1 材質 精英樹 長野営臼田7号
9 材質青森営5号 2 材質 精英樹 長野営臼田13号
10 材質青森営6号 3 材質 精英樹 長野営岩村田1号
11 材質青森営7号 4 材質 精英樹 長野営岩村田15号
12 材質青森営8号 5 材質 精英樹 長野営上田102号

13 材質青森営9号 6 材質 精英樹 長野営吉田16号

14 材質青森営10号 7 材質長野営1号

15 材質青森営11号 8 材質長野営2号

16 材質青森営12号 9 材質長野営3号

17 材質青森営13号 10 材質長野営4号

18 材質青森営14号 11 材質長野営5号

19 材質青森営15号 12 材質長野営6号

20 材質青森営16号 13 材質長野営7号

21 材質青森営17号 14 材質長野営8号

東　北

東　北

関　東

北海道
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カラマツ材質優良品種

カラマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

15 材質長野営9号 88 材質前橋営82号

16 材質長野営10号 89 材質前橋営83号

17 材質長野営11号 90 材質前橋営84号
18 材質長野営12号 91 材質前橋営85号
19 材質長野営13号 92 材質前橋営86号
20 材質長野営14号 93 材質前橋営87号
21 材質長野営15号 94 材質前橋営88号
22 材質長野営16号 95 材質前橋営89号
23 材質長野営17号 96 材質前橋営90号
24 材質長野営18号 97 材質前橋営91号
25 材質長野営19号 229
26 材質長野営20号
27 材質長野営21号
28 材質長野営22号
29 材質長野営23号
30 材質長野営24号
31 材質長野営25号
32 材質長野営26号
33 材質長野営27号
34 材質長野営28号
35 材質長野営29号
36 材質長野営30号
37 材質長野営31号
38 材質長野営32号
39 材質長野営33号
40 材質長野営34号
41 材質長野営35号
42 材質長野営36号
43 材質長野営37号
44 材質長野営38号
45 材質長野営39号
46 材質長野営40号
47 材質長野営41号
48 材質長野営42号
49 材質長野営43号
50 材質長野営44号
51 材質長野営45号
52 材質長野営46号
53 材質長野営47号
54 材質長野営48号
55 材質長野営49号
56 材質長野営50号

57 材質長野営51号

58 材質長野営52号
59 材質長野営53号
60 材質長野営54号
61 材質長野営55号
62 材質長野営56号
63 材質長野営57号
64 材質長野営58号
65 材質長野営59号
66 材質長野営60号
67 材質長野営61号
68 材質長野営62号
69 材質長野営63号
70 材質長野営64号
71 材質長野営65号
72 材質長野営66号
73 材質長野営67号
74 材質長野営68号
75 材質長野営69号
76 材質長野営70号
77 材質長野営71号
78 材質長野営72号

79 材質長野営73号

80 材質前橋営74号

81 材質前橋営75号

82 材質前橋営76号

83 材質前橋営77号

84 材質前橋営78号

85 材質前橋営79号

86 材質前橋営80号

87 材質前橋営81号

関　東

関　東

合　計
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成長の優れたアカエゾマツ品種

アカエゾマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 苫小牧101号

2 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 中頓別102号

3 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 中頓別103号
4 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 士別102号
5 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 北見3号
6 成長の優れたアカエゾマツ 精英樹 清里101号

6

北海道

合　計
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花粉の少ない品種

(ⅰ) スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 南津軽5号 49 天竜1号

2 碇ヶ関7号 50 大井2号

3 黒石5号 51 大井9号
4 岩手11号 52 天竜2号
5 刈田1号 53 天竜4号
6 北秋田1号 54 天竜8号
7 由利11号 55 天竜17号 ※
8 秋田103号 56 東加茂2号
9 田川4号 57 東加茂5号
10 村上市2号 1 蒲生1号
11 十日町市1号 2 神崎7号
12 増川6号 3 神崎8号
13 黒石6号 4 神崎15号
14 水沢6号 5 英田1号
15 玉造8号 6 英田3号
16 宮城3号 7 英田7号
17 上小阿仁107号 8 苫田9号
18 仙北1号 9 苫田13号
19 雄勝3号 10 苫田15号
20 雄勝13号 11 苫田18号
21 高田1号 12 苫田20号
1 石川1号 13 苫田21号
2 東白川9号 14 輪島2号
3 南会津4号 15 河北4号
4 坂下2号 16 金沢署101号
5 河沼1号 17 勝山1号
6 多賀2号 18 美方2号
7 多賀14号 19 美方3号
8 那珂2号 20 八頭5号
9 那珂5号 21 八頭8号
10 久慈17号 22 八頭11号
11 筑波1号 23 周桑16号
12 上都賀9号 24 高岡2号
13 南那須2号 25 幡多3号
14 群馬4号 26 安芸署3号
15 群馬5号 27 真庭36号
16 多野2号 28 三好6号
17 利根6号 29 那賀23号

18 北群馬1号 1 県浮羽4号
19 利根3号 2 県浮羽5号
20 比企13号 3 県八女10号
21 秩父(県)5号 4 県田川3号

22 秩父(県)10号 5 県佐賀3号

23 比企1号 6 県藤津14号
24 北三原1号 7 県唐津5号
25 北三原3号 8 県唐津6号
26 鬼泪10号 9 県唐津7号
27 勝浦1号 10 県唐津8号
28 周南1号 11 県杵島1号
29 西多摩2号 12 県南高来12号
30 西多摩3号 13 県阿蘇1号
31 西多摩14号 14 県阿蘇2号
32 足柄下6号 15 県佐伯6号
33 愛甲1号 16 県佐伯13号
34 愛甲2号 17 県竹田5号
35 津久井3号 18 県日田20号
36 片浦5号 19 県東臼杵12号
37 足柄下1号 20 県西臼杵3号
38 足柄下3号 21 高岡署1号
39 丹沢5号 22 綾署1号
40 片浦4号 23 綾署2号
41 鰍沢17号 24 加久藤署10号
42 吉田103号 25 県鹿児島1号
43 長野5号 26 県鹿児島3号

44 下高井17号 27 県姶良20号

45 下高井24号 28 県肝属3号

46 飯山2号 29 県薩摩5号

47 大野2号 30 県薩摩14号

48 伊豆8号 137

注）天竜17号はアレルゲンの少ないスギでもある。

関　西

関　東

東　北

九　州

関　東

合　計
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花粉の少ない品種

(ⅱ) ヒノキ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 東白川2号

2 塩谷1号

3 久慈6号
4 西川4号
5 西川15号
6 東京4号
7 中10号
8 鰍沢4号
9 上松10号
10 王滝103号
11 益田5号
12 小坂1号
13 富士6号
14 大井6号
15 北設楽7号
16 新城2号
1 美方1号
2 日野5号
3 鳥取署102号
4 名賀3号
5 度会4号
6 氷上1号
7 多可6号
8 英田1号
9 真庭1号
10 真庭2号
11 真庭3号
12 真庭7号
13 真庭9号
14 新見署7号
15 新見署10号
16 賀茂1号
17 西条1号
18 海部12号
19 大正1号
20 大正2号
21 川崎1号
22 窪川1号
1 浮羽14号
2 遠賀1号
3 藤津3号
4 藤津4号

5 唐津1号

6 南高来2号
7 南高来10号
8 阿蘇3号
9 阿蘇6号
10 阿蘇11号
11 中津10号
12 東臼杵3号
13 北諸県2号
14 姶良4号
15 姶良21号
16 姶良29号
17 姶良45号

55

参考

鬼泪４号

関　西

関　東

九　州

合　計

千葉県開発
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無花粉（雄性不稔）スギ品種
スギ

関　東 1
そうしゅん

　爽春

関　西 1 スギ三重不稔（関西）1号

2

育  種
基本区

番号 品  種  名

合　計
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幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい品種

(ⅰ) スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 エ増川4号

2 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 エ水沢2号

3 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 エ岩泉1号
4 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 エ川井1号
5 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 ケ白石2号
6 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 エ古川6号
7 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 ケ岩船3号
1 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 西白河3号
2 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 石城6号
3 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 相馬3号
4 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 上都賀3号
5 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 上都賀5号
6 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 上都賀7号
7 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 河内1号
8 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 利根2号
9 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 沼田2号
10 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 久慈10号
11 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 久慈18号
12 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 下高井13号
13 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 長水6号
14 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 天竜6号
15 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 水窪5号
16 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 東加茂2号
17 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 東加茂3号
1 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 度会9号
2 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 甲賀6号
3 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 奈良署2号
4 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 有田1号
5 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 西牟婁12号
6 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 田辺署3号
7 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 氷上6号
8 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 真庭1号
9 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 真庭2号
10 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 真庭5号
11 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 阿哲3号
12 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 新見11号
13 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 新見署4号
14 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 比婆2号
15 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 玖珂7号
16 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 美祢5号
17 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 中村署3号
18 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 高岡4号

19 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 高岡8号

20 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 大栃署2号
21 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 大栃署4号
22 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 上浮穴1号
23 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 上浮穴2号
24 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 八頭2号
25 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 日野12号
1 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県八女12号
2 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県唐津7号
3 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県佐伯13号
4 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県竹田10号
5 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県竹田14号
6 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県日田15号
7 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 九林産11号
8 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県西臼杵4号
9 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県球磨5号
10 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県東臼杵8号
11 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県児湯2号
12 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県児湯3号
13 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 日向署2号
14 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 高岡署1号
15 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県姶良1号

16 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県姶良3号

17 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県姶良4号

18 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県姶良34号

19 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県薩摩5号

20 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 精英樹 県指宿1号
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幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい品種

育  種
基本区

番号 品  種  名

1 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 札幌101号

2 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 札幌102号

3 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 苫小牧1号
4 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 俄虫109号
5 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 檜山9号
6 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 岩内106号
7 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 倶知安104号
8 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 枝幸1号
9 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 佐呂間102号
10 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 留辺蘂106号
11 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 精英樹 陸別101号

11

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい品種

(ⅲ) カラマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 岩村田12号

2 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 臼田6号

3 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 沼津101号

4 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 沼津105号

5 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 草津6号

6 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 南佐久15号

7 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 南佐久19号

8 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 南佐久21号

9 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 吾妻6号

10 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいカラマツ 精英樹 吉田16号

10

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい品種

(ⅳ) ヒノキ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 一志9号

2 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 尾鷲8号

3 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 尾鷲11号

4 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 甲賀7号

5 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 氷上8号

6 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 福山署1号

7 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 出石1号

8 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 倉吉1号

9 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 本山署101号

10 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 川崎署2号

11 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 高松署1号

12 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 吾川5号

1 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県山田2号

2 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県浮羽14号

3 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県藤津11号

4 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県南高来11号

5 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県国東18号

6 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県薩摩７号

7 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県薩摩8号

8 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県姶良14号

9 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県姶良28号

10 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県囎唹4号

11 幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいヒノキ 精英樹 県川辺3号
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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 1 マツノザイセンチュウ抵抗性 田辺ア-52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 2 マツノザイセンチュウ抵抗性 吉備ア-77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 3 マツノザイセンチュウ抵抗性 姫路ア-232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 4 マツノザイセンチュウ抵抗性 赤坂ア-88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 5 マツノザイセンチュウ抵抗性 赤坂ア-163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 6 マツノザイセンチュウ抵抗性 赤坂ア-179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 7 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡山ア-88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 8 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-21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 9 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-40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 10 マツノザイセンチュウ抵抗性 真備ア-70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 11 マツノザイセンチュウ抵抗性 笠岡ア-124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 12 マツノザイセンチュウ抵抗性 笠岡ア-178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 13 マツノザイセンチュウ抵抗性 鴨方ア-29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 14 マツノザイセンチュウ抵抗性 金光ア-13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 15 マツノザイセンチュウ抵抗性 金光ア-25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 16 マツノザイセンチュウ抵抗性 総社ア-39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 17 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡山ア-82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 18 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊山ア-25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 19 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊山ア-39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 20 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊山ア-119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 21 マツノザイセンチュウ抵抗性 真備ア-58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 22 マツノザイセンチュウ抵抗性 赤坂ア-216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 23 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡山ア-85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 24 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡山ア-132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 25 マツノザイセンチュウ抵抗性 山陽ア-6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 26 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-66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 27 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-137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 28 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-140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 29 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ア-150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 30 マツノザイセンチュウ抵抗性 日生ア-35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 31 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮島ア-54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 32 マツノザイセンチュウ抵抗性 高松ア-1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 33 マツノザイセンチュウ抵抗性 阿南ア-34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 34 マツノザイセンチュウ抵抗性 阿南ア-55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 35 マツノザイセンチュウ抵抗性 由岐ア-25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 36 マツノザイセンチュウ抵抗性 宇和島ア-18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 37 マツノザイセンチュウ抵抗性 宇和島ア-21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 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 宇和島ア-39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 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 宇和島ア-50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 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 西条ア-8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 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 新居浜ア-7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 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 新居浜ア-10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 43 マツノザイセンチュウ抵抗性 須崎ア-27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 44 マツノザイセンチュウ抵抗性 須崎ア-31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 45 マツノザイセンチュウ抵抗性 須崎ア-32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 46 マツノザイセンチュウ抵抗性 南国ア-5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 47 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（加賀）アカマツ1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 48 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（河原）アカマツ42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 49 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ108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 50 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ185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 51 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ284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 52 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ319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 53 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ348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 54 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ349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 55 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ411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 56 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ588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 57 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ602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 58 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ685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 59 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ719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 60 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ746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 61 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ17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 62 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ28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 63 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ30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 64 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ31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 65 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ780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 66 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ1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 67 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ2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 68 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ4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 69 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ5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 70 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ7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 71 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ8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 72 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ12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 73 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ14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 74 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ16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 75 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ20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 76 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ21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 77 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ23号
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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

78 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ25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
80 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ27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
82 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ29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
84 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ31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
86 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ34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
88 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（日吉）アカマツ1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
90 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（京北）アカマツ2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
92 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（京北）アカマツ9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
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
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
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
97 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（和知）アカマツ36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
1 マツノザイセンチュウ抵抗性 大宰府ア-4号
2 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-18号
3 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-29号
4 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-78号
5 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-79号
6 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-118号
7 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-142号
8 マツノザイセンチュウ抵抗性 久留米ア-144号
9 マツノザイセンチュウ抵抗性 有田ア-49号
10 マツノザイセンチュウ抵抗性 太良ア-122号
11 マツノザイセンチュウ抵抗性 国見ア-17号
12 マツノザイセンチュウ抵抗性 国見ア-31号
13 マツノザイセンチュウ抵抗性 国見ア-53号
14 マツノザイセンチュウ抵抗性 小浜ア-24号
15 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本ア-16号
16 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本ア-63号
17 マツノザイセンチュウ抵抗性 本渡ア-1号
18 マツノザイセンチュウ抵抗性 松島ア-58号
19 マツノザイセンチュウ抵抗性 松島ア-70号
20 マツノザイセンチュウ抵抗性 有明ア-7号
21 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-111号
22 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-137号
23 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-142号
24 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-166号
25 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-167号
26 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-168号
27 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-173号
28 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-186号
29 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-198号
30 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-203号
31 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-204号
32 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ア-269号
33 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-84号
34 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-90号
35 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-93号
36 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-108号
37 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-113号
38 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-117号
39 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-118号
40 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-126号
41 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-132号
42 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-134号
43 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-162号

44 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-165号

45 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐賀関ア-170号

46 マツノザイセンチュウ抵抗性 延岡ア-219号
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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

1 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（鳴瀬）クロマツ39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

2 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（鳴瀬）クロマツ72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

3 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（亘理）クロマツ56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
4 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（山元）クロマツ82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
5 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（山元）クロマツ84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
6 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（山元）クロマツ90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
7 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮城（鳴瀬）クロマツ6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
8 マツノザイセンチュウ抵抗性 山形（遊佐）クロマツ27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
9 マツノザイセンチュウ抵抗性 山形（遊佐）クロマツ72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
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 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（湖陵）クロマツ60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 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（湖陵）クロマツ77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 43 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（加賀）クロマツ387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 44 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（加賀）クロマツ388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 45 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（志賀）クロマツ396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 46 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川(加賀)クロマツ295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 47 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井(敦賀)クロマツ14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 48 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井(敦賀)クロマツ15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 1 マツノザイセンチュウ抵抗性 志摩ク-64号（荒雄）

19 マツノザイセンチュウ抵抗性 新潟（村上）クロマツ16号 2 マツノザイセンチュウ抵抗性 津屋崎ク-50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 3 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-1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 4 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-4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 5 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-7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 6 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-9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 7 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-11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 8 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-16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 9 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-17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 10 マツノザイセンチュウ抵抗性 小浜ク-30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 11 マツノザイセンチュウ抵抗性 大瀬戸ク-12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 12 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-8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 13 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-13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 14 マツノザイセンチュウ抵抗性 天草ク-20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 15 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ク-8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 16 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-8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 17 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-14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 18 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-15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 19 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮崎ク-20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 20 マツノザイセンチュウ抵抗性 川内ク-290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 21 マツノザイセンチュウ抵抗性 頴娃ク-425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 22 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-1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 23 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-5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 24 マツノザイセンチュウ抵抗性 吹上ク-25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 25 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-1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 26 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-5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 27 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-6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 28 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-8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 29 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-25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 30 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-29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 31 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-31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 32 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-32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 33 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-35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 34 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-2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 35 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-4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 36 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-12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 37 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-19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 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-2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 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-5号

1 マツノザイセンチュウ抵抗性 田辺ク-54号 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-11号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ク-143号 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-14号

3 マツノザイセンチュウ抵抗性 精英樹 三豊ク-103号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-17号

4 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-37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

5 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-73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
6 マツノザイセンチュウ抵抗性 三崎ク-90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
7 マツノザイセンチュウ抵抗性 吉田ク-2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
8 マツノザイセンチュウ抵抗性 夜須ク-37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
9 マツノザイセンチュウ抵抗性 土佐清水ク-63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
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 49 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本（合志）クロマツ6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 50 マツノザイセンチュウ抵抗性 熊本（合志）クロマツ7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 154
13 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（網野）クロマツ43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
15 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹後）クロマツ50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
17 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹後）クロマツ58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
19 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹後）クロマツ64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
21 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹後）クロマツ69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
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
24 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）クロマツ7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

26 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（岩美）クロマツ63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

28 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（小松）クロマツ99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

30 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（浜田）クロマツ6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

関　西

関　西

九　州

関　東

東　北

合　計
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スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 スギカミキリ抵抗性 岩手県22号 1 スギカミキリ抵抗性 精英樹 石動1号

2 スギカミキリ抵抗性 青森営10号 2 スギカミキリ抵抗性 石川県9号

3 スギカミキリ抵抗性 精英樹 黒石3号 3 スギカミキリ抵抗性 石川県18号
4 スギカミキリ抵抗性 飯豊山天然スギ3号 4 スギカミキリ抵抗性 石川県23号
5 スギカミキリ抵抗性 山形県1号 5 スギカミキリ抵抗性 石川県41号
6 スギカミキリ抵抗性 山形県4号 6 スギカミキリ抵抗性 石川県42号
7 スギカミキリ抵抗性 山形県8号 7 スギカミキリ抵抗性 福井県20号
8 スギカミキリ抵抗性 山形県11号 8 スギカミキリ抵抗性 耐雪福井県1号
9 スギカミキリ抵抗性 秋田営7号 9 スギカミキリ抵抗性 耐雪滋賀県3号
10 スギカミキリ抵抗性 耐雪秋田県36号 10 スギカミキリ抵抗性 京都府7号
11 スギカミキリ抵抗性 秋田県35号 11 スギカミキリ抵抗性 京都府8号
12 スギカミキリ抵抗性 山形県7号 12 スギカミキリ抵抗性 京都府17号
13 スギカミキリ抵抗性 山形県35号 13 スギカミキリ抵抗性 京都府25号
14 スギカミキリ抵抗性 山形県47号 14 スギカミキリ抵抗性 兵庫県13号
15 スギカミキリ抵抗性 山形県48号 15 スギカミキリ抵抗性 兵庫県16号
16 スギカミキリ抵抗性 新潟県6号 16 スギカミキリ抵抗性 大阪営39号
17 スギカミキリ抵抗性 新潟県7号 17 スギカミキリ抵抗性 愛媛県9号
18 スギカミキリ抵抗性 新潟県8号 18 スギカミキリ抵抗性 愛媛県27号
19 スギカミキリ抵抗性 新潟県40号 19 スギカミキリ抵抗性 山口県26号
20 スギカミキリ抵抗性 前橋営6号 20 スギカミキリ抵抗性 精英樹 佐伯105号
21 スギカミキリ抵抗性 青森営14号 21 スギカミキリ抵抗性 富山県25号
22 スギカミキリ抵抗性 青森営49号 22 スギカミキリ抵抗性 福井県8号
23 スギカミキリ抵抗性 岩手県31号 23 スギカミキリ抵抗性 福井県9号
24 スギカミキリ抵抗性 宮城県2号 24 スギカミキリ抵抗性 カサイケ
25 スギカミキリ抵抗性 宮城県16号 25 スギカミキリ抵抗性 精英樹 金沢1号
26 スギカミキリ抵抗性 前橋営9号 26 スギカミキリ抵抗性 鹿島3号
27 スギカミキリ抵抗性 秋田県37号 27 スギカミキリ抵抗性 京都府19号
28 スギカミキリ抵抗性 秋田県47号 28 スギカミキリ抵抗性 鳥取県6号
29 スギカミキリ抵抗性 山形県23号 29 スギカミキリ抵抗性 鳥取県8号
30 スギカミキリ抵抗性 新潟県14号 30 スギカミキリ抵抗性 島根県21号
31 スギカミキリ抵抗性 新潟県42号 31 スギカミキリ抵抗性 大阪営10号
1 スギカミキリ抵抗性 茨城39号 32 スギカミキリ抵抗性 大阪営23号
2 スギカミキリ抵抗性 栃木県5号 33 スギカミキリ抵抗性 香川県13号
3 スギカミキリ抵抗性 千葉15号 34 スギカミキリ抵抗性 香川県14号
4 スギカミキリ抵抗性 千葉19号 35 スギカミキリ抵抗性 香川県15号
5 スギカミキリ抵抗性 東京営13号 36 スギカミキリ抵抗性 愛媛県2号
6 スギカミキリ抵抗性 茨城県33号 37 スギカミキリ抵抗性 愛媛県20号
7 スギカミキリ抵抗性 茨城県34号 38 スギカミキリ抵抗性 愛媛県25号

76

スギカミキリ抵抗性品種

東　北

関　東

合　計

関　西
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スギザイノタマバエ抵抗性品種

スギ

1 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県3号

2 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県5号
3 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県6号
4 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県13号
5 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県16号
6 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県23号
7 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県28号
8 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県35号
9 スギザイノタマバエ抵抗性 佐賀県36号
10 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県29号
11 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県33号
12 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県35号
13 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県37号
14 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県38号
15 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県39号
16 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県42号
17 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県44号
18 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県46号
19 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県48号
20 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県51号
21 スギザイノタマバエ抵抗性 熊本県53号
22 スギザイノタマバエ抵抗性 大分県14号
23 スギザイノタマバエ抵抗性 大分県19号
24 スギザイノタマバエ抵抗性 大分県20号
25 スギザイノタマバエ抵抗性 大分県23号
26 スギザイノタマバエ抵抗性 精英樹 日田24号
27 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県1号
28 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県4号
29 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県8号
30 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県9号
31 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県10号
32 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県11号
33 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県12号
34 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県13号
35 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県15号
36 スギザイノタマバエ抵抗性 宮崎県18号
37 スギザイノタマバエ抵抗性 鹿児島県8号
38 スギザイノタマバエ抵抗性 鹿児島県11号
39 スギザイノタマバエ抵抗性 鹿児島県13号

39合　計

九　州

育  種
基本区

番号 品  種  名
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育  種
基本区

番号 品  種  名

1 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育7号

2 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育8号

3 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育9号
4 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育10号
5 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育11号
6 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育12号
7 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育13号
8 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育14号
9 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育15号
10 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育16号
11 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育17号
12 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育18号
13 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育19号
14 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育20号
15 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育21号
16 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育22号
17 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育23号
18 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育25号
19 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育27号
20 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育28号
21 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育31号
22 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育34号
23 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育35号
24 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育36号
25 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育37号
26 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育38号
27 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育39号
28 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育41号
29 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育42号
30 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育43号
31 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育45号
32 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育46号
33 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育47号
34 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育48号
35 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育50号
36 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育52号
37 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育54号
38 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育55号
39 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育56号
40 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育57号
41 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育58号
42 マツバノタマバエ抵抗性 東奥育60号

42

クロマツ

マツバノタマバエ抵抗性品種

東　北

合　計
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エゾマツ

1 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 大夕張10号

2 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 置戸7号
3 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 置戸8号
4 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 置戸18号
5 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 置戸19号
6 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛17号
7 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛22号
8 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛24-1号
9 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛24-2号
10 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛26-1号
11 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛26-2号
12 エゾマツカサアブラムシ抵抗性 美瑛28号

12

エゾマツカサアブラムシ抵抗性品種

育  種
基本区

番号 品  種  名

合　計

北海道
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雪害抵抗性品種

スギ
育  種
基本区

増殖方
法

番号 品  種  名

1 スギ耐雪 秋田営10号

2 スギ耐雪 秋田営13号

3 スギ耐雪 秋田営14号
4 スギ耐雪 秋田営20号
5 スギ耐雪 秋田営121号
6 スギ耐雪 秋田県19号
7 スギ耐雪 精英樹 角館1号
8 スギ耐雪 前橋営3号
9 スギ耐雪 前橋営13号
10 スギ耐雪 前橋営107号
11 スギ耐雪 山形県12号
12 スギ耐雪 山形県13号
13 スギ耐雪 山形県14号
14 スギ耐雪 山形県17号
15 スギ耐雪 山形県23号
16 スギ耐雪 山形県28号
17 スギ耐雪 山形県35号
18 スギ耐雪 山形県36号
19 スギ耐雪 山形県43号
20 スギ耐雪 山形県46号
21 スギ耐雪 山形県47号
22 スギ耐雪 山形県52号
23 スギ耐雪 山形県68号
24 スギ耐雪 新潟県2号
25 スギ耐雪 新潟県4号
26 スギ耐雪 新潟県11号
27 スギ耐雪 新潟県20号
28 スギ耐雪 新潟県27号
29 スギ耐雪 新潟県102号
1 スギ耐雪 秋田営30号
2 スギ耐雪 秋田県8号
3 スギ耐雪 秋田県28号
4 スギ耐雪 秋田県36号
5 スギ耐雪 秋田県48号
6 スギ耐雪 秋田県50号

1 スギ耐雪 滋賀県12号
2 スギ耐雪 島根県34号
1 スギ耐雪 島根県38号

2 スギ耐雪 岡山県19号

3 スギ耐雪 岡山県29号
4 スギ耐雪 岡山県40号
5 スギ耐雪 岡山県43号
6 スギ耐雪 遠藤355号
7 スギ耐雪 精英樹 石動2号

46

スギ耐雪 山形県13号
（出羽の雪1号）

スギ耐雪 山形県14号
（出羽の雪2号）

関　西

実生

合　計

さし木

8

東　北

実生

さし木

7
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寒風害抵抗性品種

(ⅰ）スギ (ⅱ）トドマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 スギ耐寒風 前橋営3号

2 スギ耐寒風 前橋営5号 1 トドマツ耐寒風 根室1号

3 スギ耐寒風 前橋営13号 2 トドマツ耐寒風 根室2号
4 スギ耐寒風 前橋営14号 3 トドマツ耐寒風 根室3号
5 スギ耐寒風 前橋営16号 4 トドマツ耐寒風 根室9号
6 スギ耐寒風 前橋営24号 5 トドマツ耐寒風 根室11号
7 スギ耐寒風 前橋営37号 6 トドマツ耐寒風 根室12号
8 スギ耐寒風 前橋営44号 7 トドマツ耐寒風 根室13号
9 スギ耐寒風 前橋営49号 8 トドマツ耐寒風 根室15号
10 スギ耐寒風 前橋営58号 9 トドマツ耐寒風 根室16号
11 スギ耐寒風 前橋営72号 10 トドマツ耐寒風 根室20号
12 スギ耐寒風 前橋営73号 11 トドマツ耐寒風 根室21号
13 スギ耐寒風 前橋営74号 12 トドマツ耐寒風 根室22号
14 スギ耐寒風 前橋営92号 13 トドマツ耐寒風 根室33号
15 スギ耐寒風 前橋営101号 14 トドマツ耐寒風 釧路1号
16 スギ耐寒風 前橋営102号 15 トドマツ耐寒風 釧路6号
17 スギ耐寒風 前橋営103号 16 トドマツ耐寒風 釧路7号
18 スギ耐寒風 前橋営111号 17 トドマツ耐寒風 釧路8号
19 スギ耐寒風 前橋営112号 18 トドマツ耐寒風 釧路10号
20 スギ耐寒風 前橋営138号 19 トドマツ耐寒風 清水1号
21 スギ耐寒風 前橋営139号 20 トドマツ耐寒風 清水4号
22 スギ耐寒風 前橋営151号 21 トドマツ耐寒風 清水7号
23 スギ耐寒風 前橋営156号 22 トドマツ耐寒風 弟子屈1号
24 スギ耐寒風 前橋営160号 22
25 スギ耐寒風 前橋営161号
26 スギ耐寒風 前橋営165号
27 スギ耐寒風 前橋営166号
28 スギ耐寒風 前橋営169号
29 スギ耐寒風 前橋営173号
30 スギ耐寒風 前橋営174号
31 スギ耐寒風 前橋営176号
32 スギ耐寒風 前橋営180号
33 スギ耐寒風 前橋営186号
34 スギ耐寒風 前橋営224号
35 スギ耐寒風 前橋営227号
36 スギ耐寒風 前橋営235号
37 スギ耐寒風 東京営13号
38 スギ耐寒風 東京営73号

38

関　東

合　計

育  種
基本区

番号 品  種  名

北海道

合　計
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凍害抵抗性品種

(ⅰ) スギ (ⅱ) ヒノキ (ⅲ）トドマツ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 スギ ケ西津軽4号 1 ヒノキ耐凍 佐賀県1号 1 トドマツ耐凍 紋別14号

2 スギ ケ西津軽9号 2 ヒノキ耐凍 佐賀県5号 2 トドマツ耐凍 置戸2号

3 スギ エ金木4号 3 ヒノキ耐凍 佐賀県11号 3 トドマツ耐凍 置戸3号
4 スギ エ大鰐5号 4 ヒノキ耐凍 佐賀県12号 4 トドマツ耐凍 置戸5号
5 スギ エ大畑2号 5 ヒノキ耐凍 佐賀県15号 5 トドマツ耐凍 置戸9号
6 スギ エ三戸2号 6 ヒノキ耐凍 佐賀県23号 6 トドマツ耐凍 陸別1号
7 スギ耐寒 青営15号 7 ヒノキ耐凍 佐賀県24号 7 トドマツ耐凍 陸別3号
8 スギ耐寒 青営137号 8 ヒノキ耐凍 佐賀県25号 8 トドマツ耐凍 陸別9号
9 スギ ケ気仙5号 9 ヒノキ耐凍 佐賀県26号 9 トドマツ耐凍 陸別13号
10 スギ ケ上閉伊14号 10 ヒノキ耐凍 佐賀県27号 10 トドマツ耐凍 陸別14号
11 スギ エ岩手1号 11 ヒノキ耐凍 佐賀県33号 11 トドマツ耐凍 本別9号
12 スギ エ久慈1号 12 ヒノキ耐凍 佐賀県34号 12 トドマツ耐凍 本別15号
13 スギ耐寒 青営45号 13 ヒノキ耐凍 佐賀県44号 13 トドマツ耐凍 本別18号
14 スギ耐寒 青営48号 14 ヒノキ耐凍 熊本県2号 14 トドマツ耐凍 本別22号
15 スギ耐寒 青営63号 15 ヒノキ耐凍 熊本県3号 15 トドマツ耐凍 本別25号
16 スギ耐寒 青営66号 16 ヒノキ耐凍 熊本県4号 16 トドマツ耐凍 本別27号
17 スギ耐寒 青営93号 17 ヒノキ耐凍 熊本県7号 17 トドマツ耐凍 本別29号
18 スギ耐寒 青営143号 18 ヒノキ耐凍 熊本県11号 18 トドマツ耐凍 本別30号
19 スギ耐寒 青営180号 19 ヒノキ耐凍 熊本県13号 19 トドマツ耐凍 本別31号
20 スギ耐寒 青営1011号 20 ヒノキ耐凍 熊本県14号 20 トドマツ耐凍 本別32号
21 スギ耐寒風 岩県120号 21 ヒノキ耐凍 熊本県15号 21 トドマツ耐凍 本別34号
22 スギ耐寒風 岩県123号 22 ヒノキ耐凍 熊本県16号 22 トドマツ耐凍 足寄3号
23 スギ耐寒風 岩県139号 23 ヒノキ耐凍 熊本県17号 23 トドマツ耐凍 足寄6号
24 スギ耐寒風 岩県153号 24 ヒノキ耐凍 熊本県19号 24 トドマツ耐凍 足寄8号
25 スギ耐寒風 岩県184号 25 ヒノキ耐寒風 福岡県1号 25 トドマツ耐凍 足寄9号
26 スギ ケ玉造1号 25 26 トドマツ耐凍 足寄11号
27 スギ耐寒 青営166号 27 トドマツ耐凍 足寄15号
1 スギ耐凍 佐賀県1号 28 トドマツ耐凍 足寄16号
2 スギ耐凍 佐賀県2号 29 トドマツ耐凍 足寄19号
3 スギ耐凍 佐賀県3号 30 トドマツ耐凍 新得2号
4 スギ耐凍 佐賀県4号 31 トドマツ耐凍 新得11号
5 スギ耐凍 佐賀県5号 31
6 スギ耐凍 佐賀県6号
7 スギ耐凍 佐賀県25号
8 スギ耐凍 佐賀県27号
9 スギ耐凍 佐賀県30号
10 スギ耐凍 佐賀県49号
11 スギ耐凍 佐賀県55号
12 スギ耐凍 熊本県17号
13 スギ耐凍 大分県28号
14 スギ耐凍 宮崎県7号
15 スギ耐凍 鹿児島県12号

16 スギ耐凍 鹿児島県14号

17 スギ耐凍 鹿児島県20号
18 スギ耐凍 熊本局6号
19 スギ耐凍 熊本局14号
20 スギ耐凍 熊本局17号
21 スギ耐凍 熊本局20号
22 スギ耐凍 熊本局22号
23 スギ耐寒風 福岡県1号
24 スギ耐寒風 大分県7号

51合　計

九　州

合　計

合　計

北海道

九　州

東　北
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寒害抵抗性品種

スギ
育  種
基本区

番号 品  種  名
育  種
基本区

番号 品  種  名

1 スギ ケ西津軽4号 47 スギ耐寒 青営139号

2 スギ ケ西津軽9号 48 スギ耐寒 青営143号

3 スギ ケ下北3号 49 スギ耐寒 青営149号
4 スギ耐寒 青営15号 50 スギ耐寒 青営150号
5 スギ耐寒 青営18号 51 スギ耐寒 青営180号
6 スギ耐寒 青営21号 52 スギ耐寒 青営186号
7 スギ耐寒 青営132号 53 スギ耐寒 青営1019号
8 スギ耐寒 青営198号 54 スギ耐寒風 岩県120号
9 スギ耐寒風 青県30号 55 スギ耐寒風 岩県121号
10 スギ耐寒風 青県34号 56 スギ耐寒風 岩県122号
11 スギ耐寒風 青県41号 57 スギ耐寒風 岩県175号
12 スギ耐寒風 青県55号 58 スギ耐寒風 岩県183号
13 スギ耐寒風 青県56号 59 スギ耐寒風 岩県187号
14 スギ耐寒風 青県58号 60 スギ耐寒風 岩県95号
15 スギ耐寒風 青県63号 61 スギ耐凍 岩県12号
16 スギ耐寒風 青県66号 62 スギ耐凍 岩県37号
17 スギ耐寒風 青県70号 63 スギ ケ栗原3号
18 スギ耐寒風 青県104号 64 スギ ケ栗原4号
19 スギ耐寒風 青県106号 65 スギ ケ栗原5号
20 スギ耐寒風 青県116号 66 スギ ケ栗原7号
21 スギ耐寒風 青県120号 67 スギ ケ栗原9号
22 スギ ケ岩手5号 68 スギ ケ玉造1号
23 スギ ケ稗貫2号 69 スギ ケ玉造3号
24 スギ ケ気仙5号 70 スギ ケ玉造4号
25 スギ ケ気仙6号 71 スギ ケ玉造5号
26 スギ ケ気仙8号 72 スギ ケ玉造7号
27 スギ ケ上閉伊1号 73 スギ ケ玉造8号
28 スギ ケ上閉伊2号 74 スギ ケ加美1号
29 スギ ケ上閉伊4号 75 スギ ケ宮城1号
30 スギ ケ上閉伊14号 76 スギ ケ宮城3号
31 スギ ケ上閉伊15号 77 スギ ケ柴田4号
32 スギ ケ二戸1号 78 スギ ケ柴田5号
33 スギ エ岩手1号 79 スギ耐寒 青営166号
34 スギ エ宮古1号 80 スギ耐寒 宮県11号
35 スギ ケ岩手14号 81 スギ耐寒 宮県29号
36 スギ耐寒 青営32号 82 スギ耐寒 宮県71号
37 スギ耐寒 青営36号 83 スギ耐寒 宮県72号
38 スギ耐寒 青営39号 84 スギ耐寒 宮県73号
39 スギ耐寒 青営45号 85 スギ耐寒 宮県95号
40 スギ耐寒 青営60号 86 スギ耐寒 宮県96号
41 スギ耐寒 青営63号 87 スギ耐寒 宮県101号
42 スギ耐寒 青営66号 88 スギ耐寒 宮県103号

43 スギ耐寒 青営69号 89 スギ耐寒 宮県130号

44 スギ耐寒 青営85号 90 スギ耐寒 宮県196号
45 スギ耐寒 青営93号 91 スギ耐寒 宮県200号
46 スギ耐寒 青営114号 91

東　北
東　北

合　計
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耐陰性品種

(ⅰ) スギ

育種基本区 番号 品  種  名

1 新宮署7号

2 新見7号

2

カラマツ耐鼠性品種
育種基本区 番号 品  種  名

北海道 1 北のパイオニア1号
1

注）この品種はグイマツ×カラマツの交雑品種。

荒廃地緑化用アカエゾマツ品種

1 苫小牧101号
2 中頓別103号
3 弟子屈102号

3

環境緑化用品種
(ⅰ) スギ

1 屋久翁（やくおきな）
2 屋久輝（やくひかり）

2

(ⅱ) トドマツ

1 北林育1号
2 北林育2号

2

木ロウ生産に適したハゼノキ品種
育種基本区 番号 品  種  名

1 木部1号
2 水俣（育）1号

2

品  種  名

北海道

品  種  名

合　計

育種基本区 番号

北海道

合　計

九　州

品  種  名

九　州

合　計

合　計

育種基本区 番号

関　西

合　計

合　計

育種基本区 番号
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エリートツリー等

(ⅰ)スギ

育  種
基本区

番号 系　統　名
育  種
基本区

番号 系　統　名
育  種
基本区

番号 系　統　名
育  種
基本区

番号 系　統　名

1 スギ東育2-1 73 スギ林育2-239 73 スギ西育2-146 78 スギ九育2-150

2 スギ東育2-3 74 スギ林育2-245 74 スギ西育2-147 79 スギ九育2-152

3 スギ東育2-5 75 スギ林育2-246 75 スギ西育2-148 80 スギ九育2-153
4 スギ東育2-7 76 スギ林育2-256 76 スギ西育2-149 81 スギ九育2-154

5 スギ東育2-10 77 スギ林育2-263 1 スギ九育2-7 82 スギ九育2-156

6 スギ東育2-11 78 スギ林育2-265 2 スギ九育2-9 83 スギ九育2-157

7 スギ東育2-13 79 スギ林育2-270 3 スギ九育2-11 84 スギ九育2-159

8 スギ東育2-16 80 スギ林育2-272 4 スギ九育2-12 85 スギ九育2-160

9 スギ東育2-20 81 スギ林育2-273 5 スギ九育2-14 86 スギ九育2-161

1 スギ林育2-2 1 スギ西育2-1 6 スギ九育2-18 87 スギ九育2-162

2 スギ林育2-11 2 スギ西育2-6 7 スギ九育2-19 88 スギ九育2-163

3 スギ林育2-15 3 スギ西育2-10 8 スギ九育2-21 89 スギ九育2-165

4 スギ林育2-17 4 スギ西育2-22 9 スギ九育2-23 90 スギ九育2-166

5 スギ林育2-22 5 スギ西育2-33 10 スギ九育2-25 91 スギ九育2-167

6 スギ林育2-26 6 スギ西育2-34 11 スギ九育2-26 92 スギ九育2-168

7 スギ林育2-31 7 スギ西育2-40 12 スギ九育2-28 93 スギ九育2-169

8 スギ林育2-34 8 スギ西育2-41 13 スギ九育2-29 94 スギ九育2-170

9 スギ林育2-35 9 スギ西育2-44 14 スギ九育2-31 95 スギ九育2-171

10 スギ林育2-38 10 スギ西育2-45 15 スギ九育2-32 96 スギ九育2-172

11 スギ林育2-40 11 スギ西育2-46 16 スギ九育2-33 97 スギ九育2-174

12 スギ林育2-42 12 スギ西育2-48 17 スギ九育2-36 98 スギ九育2-175

13 スギ林育2-47 13 スギ西育2-50 18 スギ九育2-41 99 スギ九育2-176

14 スギ林育2-48 14 スギ西育2-51 19 スギ九育2-44 100 スギ九育2-177

15 スギ林育2-50 15 スギ西育2-53 20 スギ九育2-48 101 スギ九育2-179

16 スギ林育2-52 16 スギ西育2-54 21 スギ九育2-53 102 スギ九育2-180

17 スギ林育2-54 17 スギ西育2-55 22 スギ九育2-54 103 スギ九育2-181

18 スギ林育2-57 18 スギ西育2-57 23 スギ九育2-57 104 スギ九育2-183

19 スギ林育2-61 19 スギ西育2-61 24 スギ九育2-62 105 スギ九育2-184

20 スギ林育2-62 20 スギ西育2-63 25 スギ九育2-63 106 スギ九育2-185

21 スギ林育2-63 21 スギ西育2-65 26 スギ九育2-68 107 スギ九育2-186

22 スギ林育2-68 22 スギ西育2-67 27 スギ九育2-72 108 スギ九育2-187

23 スギ林育2-70 23 スギ西育2-69 28 スギ九育2-76 109 スギ九育2-188

24 スギ林育2-71 24 スギ西育2-71 29 スギ九育2-81 110 スギ九育2-189

25 スギ林育2-74 25 スギ西育2-75 30 スギ九育2-82 111 スギ九育2-190

26 スギ林育2-76 26 スギ西育2-76 31 スギ九育2-84 112 スギ九育2-191

27 スギ林育2-78 27 スギ西育2-77 32 スギ九育2-85 113 スギ九育2-192

28 スギ林育2-83 28 スギ西育2-84 33 スギ九育2-90 114 スギ九育2-194

29 スギ林育2-86 29 スギ西育2-85 34 スギ九育2-91 115 スギ九育2-198

30 スギ林育2-88 30 スギ西育2-86 35 スギ九育2-93 116 スギ九育2-199

31 スギ林育2-91 31 スギ西育2-87 36 スギ九育2-95 117 スギ九育2-200

32 スギ林育2-92 32 スギ西育2-88 37 スギ九育2-96 118 スギ九育2-203

33 スギ林育2-93 33 スギ西育2-96 38 スギ九育2-99 119 スギ九育2-204

34 スギ林育2-94 34 スギ西育2-97 39 スギ九育2-100 120 スギ九育2-207

35 スギ林育2-96 35 スギ西育2-98 40 スギ九育2-103 121 スギ九育2-212

36 スギ林育2-97 36 スギ西育2-99 41 スギ九育2-104 122 スギ九育2-213

37 スギ林育2-99 37 スギ西育2-100 42 スギ九育2-106 123 スギ九育2-214

38 スギ林育2-101 38 スギ西育2-101 43 スギ九育2-107 124 スギ九育2-215

39 スギ林育2-102 39 スギ西育2-102 44 スギ九育2-108 290

40 スギ林育2-104 40 スギ西育2-105 45 スギ九育2-110

41 スギ林育2-112 41 スギ西育2-106 46 スギ九育2-111

42 スギ林育2-114 42 スギ西育2-107 47 スギ九育2-113

43 スギ林育2-117 43 スギ西育2-112 48 スギ九育2-114

44 スギ林育2-118 44 スギ西育2-113 49 スギ九育2-115

45 スギ林育2-119 45 スギ西育2-114 50 スギ九育2-116

46 スギ林育2-120 46 スギ西育2-115 51 スギ九育2-117

47 スギ林育2-131 47 スギ西育2-116 52 スギ九育2-118

48 スギ林育2-140 48 スギ西育2-117 53 スギ九育2-119

49 スギ林育2-151 49 スギ西育2-118 54 スギ九育2-120

50 スギ林育2-158 50 スギ西育2-119 55 スギ九育2-121

51 スギ林育2-162 51 スギ西育2-120 56 スギ九育2-122
52 スギ林育2-166 52 スギ西育2-121 57 スギ九育2-123
53 スギ林育2-170 53 スギ西育2-122 58 スギ九育2-125

54 スギ林育2-176 54 スギ西育2-123 59 スギ九育2-130

55 スギ林育2-178 55 スギ西育2-124 60 スギ九育2-131

56 スギ林育2-180 56 スギ西育2-125 61 スギ九育2-132

57 スギ林育2-189 57 スギ西育2-126 62 スギ九育2-133

58 スギ林育2-190 58 スギ西育2-127 63 スギ九育2-134

59 スギ林育2-193 59 スギ西育2-128 64 スギ九育2-135

60 スギ林育2-199 60 スギ西育2-129 65 スギ九育2-136

61 スギ林育2-200 61 スギ西育2-130 66 スギ九育2-137

62 スギ林育2-204 62 スギ西育2-131 67 スギ九育2-138

63 スギ林育2-206 63 スギ西育2-132 68 スギ九育2-139

64 スギ林育2-208 64 スギ西育2-133 69 スギ九育2-140

65 スギ林育2-209 65 スギ西育2-135 70 スギ九育2-141

66 スギ林育2-213 66 スギ西育2-139 71 スギ九育2-142

67 スギ林育2-214 67 スギ西育2-140 72 スギ九育2-143

68 スギ林育2-217 68 スギ西育2-141 73 スギ九育2-144

69 スギ林育2-219 69 スギ西育2-142 74 スギ九育2-145

70 スギ林育2-233 70 スギ西育2-143 75 スギ九育2-147

71 スギ林育2-234 71 スギ西育2-144 76 スギ九育2-148

72 スギ林育2-235 72 スギ西育2-145 77 スギ九育2-149

九　州

合　計

東　北

関　東

関　東

関　西

関　西

九　州
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エリートツリー等

(ⅱ)ヒノキ

育  種
基本区

番号 系　統　名
育  種
基本区

番号 系　統　名
育  種
基本区

番号 系　統　名

1 ヒノキ林育2-1 77 ヒノキ西育2-215 77 ヒノキ九育2-150

2 ヒノキ林育2-2 78 ヒノキ西育2-216 78 ヒノキ九育2-151

3 ヒノキ林育2-25 79 ヒノキ西育2-217 176
4 ヒノキ林育2-38 80 ヒノキ西育2-218

5 ヒノキ林育2-44 81 ヒノキ西育2-219

6 ヒノキ林育2-45 82 ヒノキ西育2-220

7 ヒノキ林育2-53 83 ヒノキ西育2-221

8 ヒノキ林育2-57 84 ヒノキ西育2-222

9 ヒノキ林育2-58 85 ヒノキ西育2-224

10 ヒノキ林育2-61 86 ヒノキ西育2-225
11 ヒノキ林育2-75 87 ヒノキ西育2-230

1 ヒノキ西育2-1 1 ヒノキ九育2-51

2 ヒノキ西育2-2 2 ヒノキ九育2-52

3 ヒノキ西育2-3 3 ヒノキ九育2-53
4 ヒノキ西育2-4 4 ヒノキ九育2-55

5 ヒノキ西育2-6 5 ヒノキ九育2-56

6 ヒノキ西育2-7 6 ヒノキ九育2-57

7 ヒノキ西育2-9 7 ヒノキ九育2-58

8 ヒノキ西育2-10 8 ヒノキ九育2-59

9 ヒノキ西育2-13 9 ヒノキ九育2-61

10 ヒノキ西育2-14 10 ヒノキ九育2-63

11 ヒノキ西育2-15 11 ヒノキ九育2-65

12 ヒノキ西育2-18 12 ヒノキ九育2-66

13 ヒノキ西育2-21 13 ヒノキ九育2-67

14 ヒノキ西育2-22 14 ヒノキ九育2-68

15 ヒノキ西育2-28 15 ヒノキ九育2-70

16 ヒノキ西育2-31 16 ヒノキ九育2-71

17 ヒノキ西育2-33 17 ヒノキ九育2-72

18 ヒノキ西育2-35 18 ヒノキ九育2-73

19 ヒノキ西育2-37 19 ヒノキ九育2-74

20 ヒノキ西育2-38 20 ヒノキ九育2-75

21 ヒノキ西育2-39 21 ヒノキ九育2-77

22 ヒノキ西育2-40 22 ヒノキ九育2-78

23 ヒノキ西育2-41 23 ヒノキ九育2-79

24 ヒノキ西育2-42 24 ヒノキ九育2-80

25 ヒノキ西育2-43 25 ヒノキ九育2-81

26 ヒノキ西育2-44 26 ヒノキ九育2-82

27 ヒノキ西育2-47 27 ヒノキ九育2-83

28 ヒノキ西育2-48 28 ヒノキ九育2-84

29 ヒノキ西育2-49 29 ヒノキ九育2-85

30 ヒノキ西育2-50 30 ヒノキ九育2-86

31 ヒノキ西育2-53 31 ヒノキ九育2-89

32 ヒノキ西育2-55 32 ヒノキ九育2-90

33 ヒノキ西育2-56 33 ヒノキ九育2-91

34 ヒノキ西育2-58 34 ヒノキ九育2-94

35 ヒノキ西育2-61 35 ヒノキ九育2-95

36 ヒノキ西育2-62 36 ヒノキ九育2-96

37 ヒノキ西育2-64 37 ヒノキ九育2-97

38 ヒノキ西育2-65 38 ヒノキ九育2-102

39 ヒノキ西育2-66 39 ヒノキ九育2-103

40 ヒノキ西育2-67 40 ヒノキ九育2-104

41 ヒノキ西育2-68 41 ヒノキ九育2-105

42 ヒノキ西育2-69 42 ヒノキ九育2-106

43 ヒノキ西育2-70 43 ヒノキ九育2-107

44 ヒノキ西育2-72 44 ヒノキ九育2-108

45 ヒノキ西育2-76 45 ヒノキ九育2-110

46 ヒノキ西育2-77 46 ヒノキ九育2-111

47 ヒノキ西育2-79 47 ヒノキ九育2-112

48 ヒノキ西育2-80 48 ヒノキ九育2-116

49 ヒノキ西育2-81 49 ヒノキ九育2-117

50 ヒノキ西育2-82 50 ヒノキ九育2-118

51 ヒノキ西育2-83 51 ヒノキ九育2-119

52 ヒノキ西育2-84 52 ヒノキ九育2-120

53 ヒノキ西育2-172 53 ヒノキ九育2-121

54 ヒノキ西育2-173 54 ヒノキ九育2-122

55 ヒノキ西育2-174 55 ヒノキ九育2-123

56 ヒノキ西育2-176 56 ヒノキ九育2-124

57 ヒノキ西育2-178 57 ヒノキ九育2-125

58 ヒノキ西育2-181 58 ヒノキ九育2-126

59 ヒノキ西育2-182 59 ヒノキ九育2-127

60 ヒノキ西育2-183 60 ヒノキ九育2-128

61 ヒノキ西育2-184 61 ヒノキ九育2-129

62 ヒノキ西育2-185 62 ヒノキ九育2-130
63 ヒノキ西育2-188 63 ヒノキ九育2-131
64 ヒノキ西育2-190 64 ヒノキ九育2-132

65 ヒノキ西育2-193 65 ヒノキ九育2-133

66 ヒノキ西育2-194 66 ヒノキ九育2-136

67 ヒノキ西育2-195 67 ヒノキ九育2-137

68 ヒノキ西育2-197 68 ヒノキ九育2-138

69 ヒノキ西育2-203 69 ヒノキ九育2-139

70 ヒノキ西育2-204 70 ヒノキ九育2-140

71 ヒノキ西育2-207 71 ヒノキ九育2-141

72 ヒノキ西育2-208 72 ヒノキ九育2-143

73 ヒノキ西育2-209 73 ヒノキ九育2-144

74 ヒノキ西育2-211 74 ヒノキ九育2-146

75 ヒノキ西育2-212 75 ヒノキ九育2-147

76 ヒノキ西育2-213 76 ヒノキ九育2-148

関　西 九　州

関　東 関　西

九　州

合　計
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エリートツリー等

(ⅲ)カラマツ

育  種
基本区

番号 系　統　名

1 カラマツ林育2-6

2 カラマツ林育2-10

3 カラマツ林育2-11　

4 カラマツ林育2-13

5 カラマツ林育2-15

6 カラマツ林育2-20

7 カラマツ林育2-26

8 カラマツ林育2-27　

9 カラマツ林育2-30

10 カラマツ林育2-43
11 カラマツ林育2-45
12 カラマツ林育2-51

13 カラマツ林育2-53

14 カラマツ林育2-54
15 カラマツ林育2-55

16 カラマツ林育2-57

17 カラマツ林育2-58　

18 カラマツ林育2-61　

19 カラマツ林育2-62

20 カラマツ林育2-63　 

21 カラマツ林育2-66　

22 カラマツ林育2-68　

23 カラマツ林育2-74

24 カラマツ林育2-76

25 カラマツ林育2-77　

26 カラマツ林育2-78

27 カラマツ林育2-79

28 カラマツ林育2-81

29 カラマツ林育2-83　

30 カラマツ林育2-84

31 カラマツ林育2-85

32 カラマツ林育2-86

33 カラマツ林育2-90

34 カラマツ林育2-91　

35 カラマツ林育2-92

36 カラマツ林育2-94　

37 カラマツ林育2-98　

38 カラマツ林育2-99

39 カラマツ林育2-100　

40 カラマツ林育2-102

41 カラマツ林育2-105

42 カラマツ林育2-106
43 カラマツ林育2-107
44 カラマツ林育2-108
45 カラマツ林育2-111

46 カラマツ林育2-112
47 カラマツ林育2-115
48 カラマツ林育2-116
49 カラマツ林育2-124
50 カラマツ林育2-127
51 カラマツ林育2-128

52 カラマツ林育2-129

53 カラマツ林育2-130

54 カラマツ林育2-139
55 カラマツ林育2-140
56 カラマツ林育2-141

57 カラマツ林育2-142
58 カラマツ林育2-144
59 カラマツ林育2-146

60 カラマツ林育2-150
60

関　東

合　計
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（３）中期計画期間別の主な開発品種数（平成27年3月31日現在）
（単位：品種数）

特　性

初期成
長に優
れた品

種

材質優
良スギ
品種

カラマ
ツ材質
優良品
種

材質優
良トド
マツ

成長の
優れた
アカエ
ゾマツ
品種

花粉の
少ない
スギ

花粉の
少ない
ヒノキ

アレル
ゲンの
少ない
スギ

無花粉
ス　ギ

さし木 実生

北海道 5 52

東　北 26 20 12 80

関　東 37 38 25 97 57

関　西 18 46 9

九　州 21 20 46 7

計 84 20 76 12 25 5 0 229 0 57 0 0 0 0 0 0 0 92 16

北海道 8

東　北 11 24 6

関　東 15 16 1 1 8 2

関　西 10 14 11

九　州 16 30 17

計 41 0 16 0 0 0 8 0 0 0 55 0 1 1 0 0 0 0 43 25

北海道 6 11

東　北 2 10 7 22 8

関　東 7  16 17 18 8

関　西 13 22 1 25 32 20

九　州 17 20 21

計 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 23 55 0 1 69 11 0 0 72 57

北海道 5

東　北 8 15 3 28

関　東 14 10 2 4

関　西 15 17 2 12 9 19

九　州 22 11 5

計 0 0 0 0 0 0 0 59 32 0 5 0 2 0 0 0 0 0 10 23 14 56

北海道 52 5 6

東　北 26 20 12 8 17 80 21 7 49 42

関　東 52 54 25 14 7 97 57 16 1 1 17 28 14

関　西 10 18 15 17 29 22 1 25 12 98 48

九　州 37 20 22 30 17 20 11 46 50

計 125 20 92 12 25 5 8 59 41 229 5 6 137 55 1 2 69 11 10 23 221 154

特　性
スギカ
ミキリ
抵抗性

スギザ
イノタ
マバエ
抵抗性

マツバ
ノタマ
バエ抵
抗性

エゾマ
ツカサ
アブラ
ムシ抵
抗性

寒害
抵抗性

耐陰性 耐鼠性
荒廃地
緑化用

木ロウ
生産用

さし木 実生

北海道 22 31 1 111

東　北 42 8 19 27 91 325

関　東 38 63 17 372

関　西 38 51 124

九　州   24 25 1 182 326

計 38 0 42 0 8 19 38 0 22 51 25 31 91 0 0 0 1 1 296 17 0 1,258

北海道 12 1 3 1 25

東　北 20 41

関　東 3 43

関　西 35

九　州 39 1 2 66

計 23 39 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2 210

北海道 17

東　北 11 10 59

関　東 4 66

関　西 7 2 2 124

九　州 58

計 15 0 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 324

北海道 5

東　北 54

関　東 30

関　西 74

九　州 38

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201

北海道 63

東　北 31 42 8 29 27 91 479

関　東 7 38 63 17 501

関　西 38 7 2 2 51 357

九　州 39 24 25 2 182 2 488

計 76 39 42 12 15 31 38 0 22 51 25 31 91 2 1 3 2 2 296 17 2 2,108

注2）クローンが保存されていないものは除いている。

マツノザイセン
チュウ抵抗性

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能
力）の大きい品種

カラ
マツ

ヒノキ

注1）本表に掲載している品種は、森林総合研究所林木育種センター（育種場を含む）と都道府県及び森林管理局とが連携したもの又は同育種センターが単独で
      開発したもののうち主なものである。

成長・材質等に優れた品種

平成17年度以前

スギ
トド
マツ

環境緑化用寒風害抵抗性

トド
マツ

スギスギ

スギ
カラ
マツ

アカエ
ゾマツ

第３期
中期計画

(H23年度～
26年度)

合　計

ヒノキ
トド
マツ

開発年度
アカ
マツ

ヒノキ
　　　  樹　種

育種基本区

～H12年度

カラ
マツ

開発年度
　　　  樹　種

育種基本区

～H12年度

第１期
中期計画

（H13年度～
17年度）

第２期
中期計画

（H18年度～
22年度）

第１期
中期計画

（H13年度～
17年度）

第２期
中期計画

（H18年度～
22年度）

合　計

第３期
中期計画

(H23年度～
26年度)

ス　ギ
スギ

雪害抵抗性

クロ
マツ

合計

凍害抵抗性

トド
マツ

クヌギ コナラ

クロ
マツ

アカ
マツ

しいたけ原木

スギヒノキスギ
トド
マツ

スギスギ

アカエ
ゾマツ

ハゼ
ノキ

ス　ギ

エゾ
マツ

注3）少花粉ヒノキでは、平成２２年度に鬼泪４号が開発されたが、千葉県が開発した品種なのでカウントしていない

スギスギ

カラ
マツ

アカエ
ゾマツ

トド
マツ

スギ

ヒノキ

スギ
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初期
成長
に優
れた
品種

材質
優良
スギ
品種

カラ
マツ
材質
優良
品種

材質
優良
トド
マツ
品種

成長
の優
れた
アカ
エゾ
マツ
品種

花粉
の少
ない
スギ

花粉の
少ない
ヒノキ

アレル
ゲンの
少ない
スギ

無花
粉
ス
ギ

スギカ
ミキリ
抵抗性

スギザ
イノタ
マバエ
抵抗性

マツバ
ノタマ
バエ

抵抗性

エゾ
マツ
カサ
アブ
ラム
シ

抵抗
性

 

2  3  11

7   3 2

    2

20 3

0 9 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 8 13 0 0 0

14 1 6

17 6

0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0

2 3

7 10

22 5

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0

1 1 15

14 10 1

2 10 2

14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 10 3 16 0 0 0 0

5

8 1 7

2

15 3

11

23 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 10 0 0 0 0

59 41 0 5 0 2 0 0 0 20 0 10 23 17 64 13 0 0 0

　

寒害
抵抗
性

耐陰
性

耐鼠
性

荒廃
地緑
化用

木ロウ
生産用

さし木 実生

0

 16

12

  2 4

23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 55

0

21

0

23

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

0

0

5

17

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

0

17

25

14

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

5

16

2

18

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 256

九　州

関　西

関　東

東　北

東　北

北海道

計

九　州

関　西

関　東

東　北

北海道

計

マツノザイセ
ンチュウ抵抗

性

カラ
マツ

幹重量（二酸化炭素吸収・
固定能力）の大きい品種

スギ

少花粉ヒノキでは、平成２２年度に鬼泪４号が開発されたが、千葉県が開発した品種なのでカウントしていない

アカ
マツ

クロ
マツ

開発年度

関　東

関　西

東　北

H23年度

ヒノキ スギ スギ
カラ
マツ

環境緑化用

スギ

北海道

カラ
マツ

東　北

スギ

九　州

計

（４）過去５カ年の開発品種数（平成27年3月31日現在）

スギ
トド
マツ

アカ
エゾ
マツ

スギ

関　東

関　西

九　州

特　性

　     樹　種

育種基本区

H22年度

関　西

九　州

合　計

H25年度

クロ
マツ

H26年度

北海道

東　北

関　東

関　西

ヒノ
キ

九　州

計

スギ

アカ
エゾ
マツ

スギ
トド
マツ

クヌギ
ヒノ
キ

トド
マツ

スギ ヒノキ
トド
マツ

スギ

寒風害抵抗性 凍害抵抗性 しいたけ原木

合計

エゾ
マツ

ス　ギ
コナラ

ハゼ
ノキ

スギ開発年度

　     樹　種

育種基本区

H26年度

H22年度

北海道

東　北

関　東

計

計

北海道

H23年度

北海道

東　北

関　東

関　西

九　州

計

計

H24年度

北海道

東　北

関　東

関　西

九　州

計

トド
マツ

合　計

スギ

H24年度

H25年度

北海道

東　北

関　東

関　西

九　州

特　性 雪害抵抗性

北海道

計

九　州

関　西

関　東
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