
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
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 49 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ108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 50 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ185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 51 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ284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 52 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（鳥取）アカマツ319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 53 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ348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 54 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ349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 55 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ411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 56 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ588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 57 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（倉吉）アカマツ602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 58 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ685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 59 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ719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 60 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ746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 61 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ17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 62 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ28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 63 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ30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 64 マツノザイセンチュウ抵抗性 福井（小浜）アカマツ31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 65 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（東伯）アカマツ780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 66 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ1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 67 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ2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 68 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ4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 69 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ5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 70 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ7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 71 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ8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 72 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ12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 73 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ14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 74 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ16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 75 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ20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 76 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ21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

77 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（丹波）アカマツ23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

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

九 州 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 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（福部）クロマツ60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 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（福部）クロマツ61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 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（福部）クロマツ71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 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（湖陵）クロマツ60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 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（湖陵）クロマツ77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 43 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（加賀）クロマツ387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 44 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（加賀）クロマツ388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 45 マツノザイセンチュウ抵抗性 石川（志賀）クロマツ396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 1 マツノザイセンチュウ抵抗性 志摩ク-64号（荒雄）

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 2 マツノザイセンチュウ抵抗性 津屋崎ク-50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 3 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-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 4 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-4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 5 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-7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 6 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-9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 7 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-11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 8 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-16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 9 マツノザイセンチュウ抵抗性 唐津ク-17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 10 マツノザイセンチュウ抵抗性 小浜ク-30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 11 マツノザイセンチュウ抵抗性 大瀬戸ク-12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 12 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-8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 13 マツノザイセンチュウ抵抗性 河浦ク-13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 14 マツノザイセンチュウ抵抗性 天草ク-20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 15 マツノザイセンチュウ抵抗性 大分ク-8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 16 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-8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 17 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-14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 18 マツノザイセンチュウ抵抗性 佐土原ク-15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 19 マツノザイセンチュウ抵抗性 宮崎ク-20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 20 マツノザイセンチュウ抵抗性 川内ク-290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 21 マツノザイセンチュウ抵抗性 頴娃ク-425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 22 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-1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 23 マツノザイセンチュウ抵抗性 日吉ク-5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 24 マツノザイセンチュウ抵抗性 吹上ク-25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 25 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-1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 26 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-5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 27 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-6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 28 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-8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 29 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-25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 30 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-29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 31 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-31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 32 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-32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 33 マツノザイセンチュウ抵抗性 岡恒ク-35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 34 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-2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 35 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-4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 36 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-12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 37 マツノザイセンチュウ抵抗性 宗像ク-19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 38 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-2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 39 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-5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 40 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-11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 41 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-14号

1 マツノザイセンチュウ抵抗性 田辺ク-54号 42 マツノザイセンチュウ抵抗性 新宮ク-17号

2 マツノザイセンチュウ抵抗性 備前ク-143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
3 マツノザイセンチュウ抵抗性 精英樹 三豊ク-103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
4 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-37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
5 マツノザイセンチュウ抵抗性 波方ク-73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
6 マツノザイセンチュウ抵抗性 三崎ク-90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
7 マツノザイセンチュウ抵抗性 吉田ク-2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
8 マツノザイセンチュウ抵抗性 夜須ク-37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
9 マツノザイセンチュウ抵抗性 土佐清水ク-63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
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 合　計 144

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

12 マツノザイセンチュウ抵抗性 京都（網野）クロマツ31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
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
32 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（浜田）クロマツ24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

34 マツノザイセンチュウ抵抗性 島根（江津）クロマツ29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

36 マツノザイセンチュウ抵抗性 鳥取（福部）クロマツ51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

関 東

東 北

関　西

九 州

関 西
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