
北海道農作物優良品種一覧表

令和４年（2022年）６月９日時点

認定番号 認定年月日

普通作物 水稲 ゆきひかり 空育１１４号 中央農試 水稲北海道うるち第３３号 S59.3.19
普通作物 水稲 きらら３９７ 上育３９７号 上川農試 水稲北海道うるち第３８号 S63.3.14

普通作物 水稲 はくちょうもち 北育糯８０号 北見農試 水稲北海道もち第３９号 H1.3.23

普通作物 水稲 風の子もち 上育糯４１７号　　 上川農試 水稲北海道もち第４５号 H7.3.31

普通作物 水稲 ほしのゆめ 上育４１８号 上川農試 水稲北海道うるち第４７号 H8.3.8

普通作物 水稲 吟風 空育１５８号 中央農試 水稲北海道うるち第５０号 H12.3.7

普通作物 水稲 ななつぼし 空育１６３号 中央農試 水稲北海道うるち第５２号 H13.3.16

普通作物 水稲 あやひめ 上育４３３号 上川農試 水稲北海道うるち第５３号 H13.3.16

普通作物 水稲 大地の星 上育４３８号 上川農試 水稲北海道うるち第５４号 H15.2.21

普通作物 水稲 ふっくりんこ 渡育２４０号 道南農試 水稲北海道うるち第５５号 H15.2.21

普通作物 水稲 おぼろづき 北海２９２号 北農研 水稲北海道うるち第５６号 H17.3.31

普通作物 水稲 彗星 空育酒１７０号 中央農試 水稲北海道うるち第５8号 H18.2.13

普通作物 水稲 ゆめぴりか 上育４５３号 上川農試 水稲北海道うるち第60号 H20.2.5

普通作物 水稲 きたゆきもち 上育糯４５０号 上川農試 水稲北海道もち第61号 H21.2.2

普通作物 水稲 きたしずく 空育酒１７７号 中央農試 水稲北海道うるち第６４号 H26.1.31

普通作物 水稲 きたくりん 空育１７２号 中央農試 水稲北海道うるち第６２号 H24.1.27

普通作物 水稲 きたふくもち 上育糯４６４号 上川農試 水稲北海道もち第63号 H25.1.31

普通作物 水稲 そらゆき 空育１８０号 中央農試 水稲北海道うるち第６５号 H26.1.31

普通作物 水稲 そらゆたか 空育１８１号 中央農試 水稲北海道うるち第66号 H28.2.3

普通作物 水稲 えみまる 上育４７１号
上川農試、中央
農試、道南農試

水稲北海道うるち第６７号 H30.2.5

普通作物 計 20

普通作物 小麦 ハルユタカ 北見春47号 北見農試 小麦北海道春第１０号 S60.3.22

普通作物 小麦 春よ恋 ＨＷ１号 ホクレン 小麦北海道春第１６号 H12.3.7

普通作物 小麦 キタノカオリ 北海２５７号 北農研 小麦北海道秋第１７号 H15.2.21

普通作物 小麦 きたほなみ 北見８１号 北見農試 小麦北海道秋第１８号 H18.2.13

普通作物 小麦 はるきらり 北見春６７号 北見農試 小麦北海道春第１９号 H19.2.14

普通作物 小麦 ゆめちから 北海２６１号 北農研 小麦北海道秋第２０号 H21.2.2

普通作物 小麦 つるきち 北見８５号 北見農試 小麦北海道秋第２２号 H24.1.27

普通作物 小麦 北見95号 北見95号 北見農試 小麦北海道秋第２３号 R2.2.14

普通作物 計 8

普通作物 二条大麦 りょうふう 北育１９号 北見農試 大麦北海道春第４号 H1.3.23

普通作物 二条大麦 札育２号 札育２号 サッポロビール(株) 大麦北海道春第５号 H29.1.27

普通作物 計 2

普通作物 大豆 トヨムスメ 十育１９１号 十勝農試 大豆北海道第２９号 S60.3.22

普通作物 大豆 ツルムスメ 中育２４号 中央農試 大豆北海道第３２号 H2.3.29

普通作物 大豆 大袖の舞 十育２１６号 十勝農試 大豆北海道第３４号 H4.2.21

普通作物 大豆 いわいくろ 中育３９号 中央農試 大豆北海道第３６号 H10.3.6

普通作物 大豆 ハヤヒカリ 十育２２７号 十勝農試 大豆北海道第３７号 H10.3.6

普通作物 大豆 ユキホマレ 十育２３３号 十勝農試 大豆北海道第３８号 H13.3.16

普通作物 大豆 ユキシズカ 十育２３４号 十勝農試 大豆北海道第３９号 H14.2.26

普通作物 大豆 音更大袖 音更大袖 在来種 大豆準北海道第１号 H3.3.14

普通作物 大豆 トヨハルカ 十育２３７号 十勝農試 大豆北海道第４０号 H17.3.31

普通作物 大豆 ゆきぴりか 十育２４１号 十勝農試 大豆北海道第４１号 H18.2.13

普通作物 大豆 タマフクラ 中育52号 中央農試 大豆北海道第４２号 H19.2.14

普通作物 大豆 ユキホマレR 十育247号 十勝農試 大豆北海道第４３号 H22.2.3

普通作物 大豆 ゆめのつる 中育６０号 中央農試 大豆北海道第４４号 H23.1.28

普通作物 大豆 とよみづき 十育２４９号 十勝農試 大豆北海道第４５号 H24.1.27

普通作物 大豆 スズマルR 中育６９号 中央農試 大豆北海道第４７号 H27.2.2

普通作物 大豆 とよまどか 十育２５８号 十勝農試、中央農試、北見農試 大豆北海道第４８号 H30.2.5

普通作物 計 16

普通作物 小豆 アカネダイナゴン 十育６９号 十勝農試 小豆北海道第１０号 S49.4.5

普通作物 小豆 エリモショウズ 十育９７号 十勝農試 小豆北海道第１３号 S56.4.16

普通作物 小豆 きたのおとめ 十育１２７号 十勝農試 小豆北海道第１８号 H6.3.31

普通作物 小豆 しゅまり 十育１４０号 十勝農試 小豆北海道第２０号 H12.3.7

普通作物 小豆 とよみ大納言 十育１４３号 十勝農試 小豆北海道第２１号 H13.3.16

区　分 種　　類 品　　種　　名 系　統　名 育成場等
優良品種登録
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普通作物 小豆 きたほたる 十育１４６号 十勝農試 小豆北海道第２２号 H16.3.16

普通作物 小豆 きたろまん 十育１４７号 十勝農試 小豆北海道第２３号 H17.3.31

普通作物 小豆 ほまれ大納言 十育154号 十勝農試 小豆北海道第２４号 H20.2.5

普通作物 小豆 ちはやひめ 十育１６４号 十勝農試 小豆北海道第２６号 H28.2.3

普通作物 小豆 エリモ１６７ 十育１６７号 十勝農試 小豆北海道第２７号 H29.1.27

普通作物 小豆 きたひまり 十育１７０号 十勝農試 小豆北海道第２８号 R3.3.3

普通作物 計 11

普通作物 菜豆 大正金時 十支第８３９０号 十勝支場 菜豆北海道第６号 S46.6.17

普通作物 菜豆 福白金時 十育E-10号 十勝農試 菜豆北海道第１７号 S48.4.1

普通作物 菜豆 北海金時 十育B－32号 十勝農試 菜豆北海道第２０号 S54.4.24

普通作物 菜豆 福虎豆 中育T２６号 中央農試 菜豆北海道第２３号 H1.3.23

普通作物 菜豆 洞爺大福 中育F１２号 中央農試 菜豆北海道第２４号 H4.3.21

普通作物 菜豆 雪手亡 十育Ａ５２号 十勝農試 菜豆北海道第２５号 H4.3.21

普通作物 菜豆 福勝 十育Ｂ６２号 十勝農試 菜豆北海道第２６号 H6.3.31

普通作物 菜豆 福うずら 十育Ｄ１０号 十勝農試 菜豆北海道第２７号 H11.3.9

普通作物 菜豆 福良金時 十育Ｂ６７号 十勝農試 菜豆北海道第２８号 H14.2.26

普通作物 菜豆 絹てぼう 十育Ａ５６号 十勝農試 菜豆北海道第２９号 H16.3.16

普通作物 菜豆 かちどき 十育Ｂ８１号 十勝農試 菜豆北海道第３１号 H29.1.27

普通作物 菜豆 きたロッソ 十育Ｓ３号 十勝農試 菜豆北海道第３２号 H29.1.27

普通作物 菜豆 秋晴れ 十育B８４号 十勝農試 菜豆北海道第３３号 H31.2.12

普通作物 計 13

普通作物 花豆 大白花 中育M５号 中央農試 花豆北海道第１号 S51.4.17

普通作物 計 1

普通作物 えんどう 大緑 北育３７号 北見農試 えん豆北海道第３号 S50.4.10

普通作物 えんどう 北海赤花 北育B-2号 北見農試 えん豆北海道第４号 S53.4.19

普通作物 計 2

普通作物 そば 牡丹そば そば北海道第０号 S46.6.17

普通作物 そば キタワセソバ 北海１号 北農研 そば北海道第１号 H1.3.23

普通作物 そば キタノマシュウ 北海６号 北農研 そば北海第３号 H18.2.13

普通作物 そば レラノカオリ 北海１１号 北農研 そば北海道第４号 H24.1.27

普通作物 そば キタミツキ 北海１４号 北農研 そば北海道第５号 R2.2.14

普通作物 計 5

普通作物 だったんそば 北海Ｔ8号 北海Ｔ8号 北農研 だったんそば北海道第1号 H19.2.14

普通作物 計 1

普通作物 ばれいしょ 男爵薯 ｱｲﾘｯｼｭｺﾌﾞﾗｰ アメリカ ばれいしょ輸第１号 S46.6.17

普通作物 ばれいしょ メークイン May Queen イギリス ばれいしょ輸第２号 S46.6.17

普通作物 ばれいしょ 紅丸 本育３０９号 北農研 ばれいしょ北海道第３号 S46.6.17

普通作物 ばれいしょ エニワ 北海２２号 北農研 ばれいしょ北海道第７号 S46.6.17

普通作物 ばれいしょ ワセシロ 根育１１号 根釧農試 ばれいしょ北海道第１２号 S49.4.5

普通作物 ばれいしょ トヨシロ 北海４８号 北農研 ばれいしょ北海道第１３号 S51.4.17

普通作物 ばれいしょ ホッカイコガネ 北海６０号 北農研 ばれいしょ北海道第１６号 S56.4.16

普通作物 ばれいしょ コナフブキ 根育１９号 根釧農試 ばれいしょ北海道第１７号 S56.4.16

普通作物 ばれいしょ キタアカリ 北海６３号 北農研 ばれいしょ北海道第１９号 S62.3.12

普通作物 ばれいしょ とうや 北海７０号 北農研 ばれいしょ北海道第２１号 H4.3.21

普通作物 ばれいしょ ムサマル 根育２２号 根釧農試 ばれいしょ北海道第２２号 H4.3.21

普通作物 ばれいしょ アトランチック P892(ｶﾙﾋﾞｰﾎﾟﾃﾄ導入） アメリカ ばれいしょ輸第２３号 H4.3.21

普通作物 ばれいしょ マチルダ Ｆ８９１(ﾎｸﾚﾝ導入）
スウェーデン
「Svalof社」

ばれいしょ輸第２４号 H5.3.26

普通作物 ばれいしょ アスタルテ
Ｓ８９２(ﾎｸﾚﾝ、道澱
粉工業協会導入）

ｵﾗﾝﾀﾞ「ｱﾍﾞﾍﾞ社」 ばれいしょ輸第２５号 H5.3.26

普通作物 ばれいしょ サクラフブキ 根育２６号 根釧農試 ばれいしょ北海道第２６号 H6.3.31

普通作物 ばれいしょ ベニアカリ 北海７３号 北農研 ばれいしょ北海道第２７号 H6.3.31

普通作物 ばれいしょ さやか 北海７４号 北農研 ばれいしょ北海道第２８号 H7.3.31

普通作物 ばれいしょ アーリースターチ 北海７２号 北農研 ばれいしょ北海道第３０号 H8.3.8

普通作物 ばれいしょ 花標津 根育２９号 根釧農試 ばれいしょ北海道第３１号 H9.3.11

普通作物 ばれいしょ スノーデン Ｐ９７１ アメリカ ばれいしょ輸第３４号 H12.3.7

普通作物 ばれいしょ 十勝こがね 北海７９号 北農研 ばれいしょ北海道第３５号 H12.3.7
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普通作物 ばれいしょ きたひめ Ｐ９８２
ホクレン、
北農研

ばれいしょ北海道第３７号 H13.3.16

普通作物 ばれいしょ ナツフブキ 北育５号 北見農試 ばれいしょ北海道第３８号 H15.2.21

普通作物 ばれいしょ ひかる Ｆ００１ ホクレン ばれいしょ北海道第３９号 H15.2.21

普通作物 ばれいしょ オホーツクチップ 北育２号 北見農試 ばれいしょ北海道第４０号 H16.3.16

普通作物 ばれいしょ スノーマーチ 北育７号 北見農試 ばれいしょ北海道第４１号 H16.3.16

普通作物 ばれいしょ キタムラサキ 北海８８号 北農研 ばれいしょ北海道第４２号 H16.3.16

普通作物 ばれいしょ ゆきつぶら 北育１号 北見農試 ばれいしょ北海道第４３号 H17.3.31

普通作物 ばれいしょ さやあかね 北育８号 北見農試 ばれいしょ北海道第４５号 H18.2.13

普通作物 ばれいしょ こがね丸 北海９０号 北農研 ばれいしょ北海道第４６号 H18.2.13

普通作物 ばれいしょ はるか 北海９４号 北農研 ばれいしょ北海道第47号 H19.2.14

普通作物 ばれいしょ きたかむい ＨＰ０１ ホクレン ばれいしょ北海道第48号 H19.2.14

普通作物 ばれいしょ アンドーバー （Andover） ｱﾒﾘｶ「ｺｰﾈﾙ大学」 ばれいしょ輸第49号 H20.2.5

普通作物 ばれいしょ ピルカ 北海９７号 北農研 ばれいしょ北海道第50号 H21.2.2

普通作物 ばれいしょ コナユキ 北育１３号 北見農試 ばれいしょ北海道第51号 H22.2.3

普通作物 ばれいしょ リラチップ 北育１５号 北見農試 ばれいしょ北海道第52号 H25.1.31

普通作物 ばれいしょ コナユタカ 北育２０号 北見農試 ばれいしょ北海道第53号 H26.1.31

普通作物 ばれいしょ 北海１０５号 北海１０５号 北農研 ばれいしょ北海道第54号 H27.2.2

普通作物 ばれいしょ ＣＰ０７（ぽろしり） ＣＰ０７ カルビーポテト㈱ ばれいしょ北海道第55号 H27.2.2

普通作物 ばれいしょ コナヒメ ＨＰ０７ ホクレン ばれいしょ北海道第56号 H28.2.3

普通作物 ばれいしょ ゆきふたば ＣＰ０８ カルビーポテト㈱ ばれいしょ北海道第57号 H29.1.27

普通作物 ばれいしょ ハロームーン 北育22号 北見農試 ばれいしょ北海道第58号 H30.2.5

普通作物 ばれいしょ さらゆき 北育24号 北見農試 ばれいしょ北海道第59号 H31.2.12

普通作物 ばれいしょ ゆめいころ 北育28号 北見農試 ばれいしょ北海道第60号 R3.3.3

普通作物 ばれいしょ 北海112号 北海112号 北農研 ばれいしょ北海道第61号 R4.3.7

普通作物 計 45

工芸作物 てん菜 リボルタ ＨＴ３０
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ「ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ種
子会社」

てん菜輸交第６５号 H22.2.3

工芸作物 てん菜 パピリカ Ｈ１３７
ﾍﾞﾙｷﾞｰ「ｾｽﾊﾞﾝﾃﾞﾙﾊｰ
ﾊﾞｰ社」

てん菜輸交第６６号 H22.2.3

工芸作物 てん菜 ラテール Ｈ１３９(ホクレン)
ﾍﾞﾙｷﾞｰ「ｾｽﾊﾞﾝﾃﾞﾙﾊｰ
ﾊﾞｰ社」

てん菜輸交第６８号 H24.1.27

工芸作物 てん菜 アンジー ＨＴ３４
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ「ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ種
子会社」

てん菜輸交第７１号 H26.1.31

工芸作物 てん菜 ＫＷＳ２Ｋ３１４ ＫＷＳ２Ｋ３１４
ドイツ「ＫＷＳ種子
株式会社」

てん菜輸交第７３号 H28.2.3

工芸作物 てん菜 ライエン ＨＴ３９
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ「ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ種
子会社」

てん菜輸交第７４号 H29.1.27

工芸作物 てん菜 北海１０４号 北海１０４号 北農研 てん菜北海道交第７５号 H30.2.5

工芸作物 てん菜 バラトン HT43
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ「マリボヒレ
スヘッグ種子会社」

てん菜輸交第７６号 R2.2.14

工芸作物 てん菜 ボヌール H152
ﾍﾞﾙｷﾞｰ「ｾｽﾊﾞﾝﾃﾞﾙﾊｰ
ﾍﾞ種子会社」

てん菜輸交第７７号 R2.2.14

工芸作物 てん菜 ＫＷＳ　８Ｋ８６０ ＫＷＳ　８Ｋ８６０
ドイツ「ＫＷＳ種子株
式会社」

てん菜輸交第７８号 R3.3.3

工芸作物 てん菜 H154 H154
ﾍﾞﾙｷﾞｰ「ｾｽﾊﾞﾝﾃﾞﾙﾊｰ
ﾍﾞ種子会社」

てん菜輸交第７９号 R4.3.7

工芸作物 てん菜 ＫＷＳ　８Ｋ８７９ ＫＷＳ　８Ｋ８７９
ドイツ「ＫＷＳ種子株
式会社」

てん菜輸交第８０号 R4.3.7

工芸作物 計 12

工芸作物 はっか ほくと 北海J２０号 北農研 はっか北海道第５号 S57.4.26

工芸作物 計 1

工芸作物 なたね キザキノナタネ 東北８４号 東北農研 なたね移第５号 H4.3.21

工芸作物 計 1

園芸作物 たまねぎ 天心 試交２１－１５ 日本農林社 たまねぎ準移交第１１号 H3.3.14

園芸作物 たまねぎ スーパー北もみじ Ｈ－１３６Ａ ㈱七宝 たまねぎ準移交第１４号 H7.3.31

園芸作物 たまねぎ ウルフ Ｔ－３８３ タキイ種苗 たまねぎ準移交第１５号 H10.3.6

園芸作物 たまねぎ 北見交２５号 北見交２５号 北見農試・ﾎｸﾚﾝ

園芸作物 たまねぎ WTN8785-07B WTN8785-07B 北見農試

園芸作物 たまねぎ ８１Ｓ ８１Ｓ 北見農試

園芸作物 たまねぎ Ｓ７９４６Ａ Ｓ７９４６Ａ 北見農試
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園芸作物 たまねぎ Ｓ７９４６Ｂ Ｓ７９４６Ｂ 北見農試

園芸作物 たまねぎ クエルリッチ 月交２２号 北農研 たまねぎ北海道交第９号 H18.2.13

園芸作物 たまねぎ BPR93509-01B BPR93509-01B 北見農試・ﾎｸﾚﾝ

園芸作物 たまねぎ 早次郎 北見交３８号
北見農試、ﾎｸﾚﾝ、ｻｶ
ﾀのﾀﾈ

たまねぎ北海道交第１１号 H19.2.14

園芸作物 たまねぎ BPR93511-03-01B BPR93511-03-01B 北見農試、ﾎｸﾚﾝ

園芸作物 たまねぎ 北見48号 北見48号 北見農試

園芸作物 たまねぎ ゆめせんか 北見交54号 北見農試 たまねぎ北海道交第19号 H24.1.27

園芸作物 たまねぎ すらりっぷ 北見交65号
（株）日本農林社、北
見農試

たまねぎ北海道交第21号 H28.2.3

園芸作物 計 7

園芸作物 だいこん 耐病総太り タキイ種苗 だいこん準移第８号 S58.4.15

園芸作物 計 1

園芸作物 かぼちゃ えびす タキイ種苗 かぼちゃ準北海道第４号 S48.3.12

園芸作物 かぼちゃ ＴＣ２Ａ ＴＣ２Ａ 渡辺採種場、北農研 かぼちゃ北海道第１号 H19.2.14

園芸作物 計 2

園芸作物 キャベツ アーリーボール (横浜） サカタのタネ キャベツ準移第１５号 S58.4.15

園芸作物 計 1

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ１ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン いちひめ 空知交１１号
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

メロン北海道交第２号 H14.2.26

園芸作物 メロン ＨＭ－３ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン ＨＭ－Ｇ５２ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン ＨＭ－４ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン ＦＧ１４ 空知交１４号 花野菜ｾﾝﾀｰ メロン北海道交第３号 H18.2.13

園芸作物 メロン ゆめてまり 空知交１６号
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

メロン北海道交第４号 H20.2.5

園芸作物 メロン ＨＭ－５ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ２ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン 北かれん 空知交２０号
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

メロン北海道交第５号 H23.1.28

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ３ 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ4 花野菜ｾﾝﾀｰ

園芸作物 メロン おくり姫 空知交２３号
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

メロン北海道交第６号 H27.2.2

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ５ ＤＨＭ－Ｒ５
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

園芸作物 メロン ＤＨＭ－Ｒ６ ＤＨＭ－Ｒ６ 
花野菜ｾﾝﾀｰ
大学農園

園芸作物 計 5

園芸作物 メロン どうだい２号 空知台２号 花野菜ｾﾝﾀｰ 台木類北海道交第２号 H13.3.16

園芸作物 メロン どうだい４号 空知台交４号 花野菜ｾﾝﾀｰ 台木類（メロン）北海道交第４号 H17.3.31

園芸作物 メロン どうだい６号 空知台交６号 花野菜ｾﾝﾀｰ 台木類（メロン）北海道交第５号 H20.2.5

園芸作物 計 3

園芸作物 いちご けんたろう 道南２６号 道南農試 いちご北海道第３号 H12.3.7

園芸作物 いちご エッチエス－138 道南農試受託 北海三共（株） いちご北海道第４号 H13.3.16

園芸作物 いちご 宝交早生 兵庫農試 いちご準北海道第６号 S48.3.12

園芸作物 いちご きたのさち 道南２７号 道南農試 いちご北海道第５号 H18.2.13

園芸作物 いちご ゆきララ 空知35号 花野菜ｾﾝﾀｰ いちご北海道第７号 H28.2.3

園芸作物 計 5

園芸作物 セルリー コーネル６１９ セルリー準第１号 S48.3.12

園芸作物 計 1
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園芸作物 やまのいも きたねばり 十勝３号
十勝農試､十勝農協連、帯広
市川西農協、音更町農協 やまのいも北海道第１号 H23.1.28

園芸作物 計 1

園芸作物 ながいも とかち太郎 十勝４号
十勝農試､十勝農協連、帯広
市川西農協、音更町農協 ながいも北海道第１号 H25.1.31

園芸作物 計 1

園芸作物 りんご 旭 両親不明 カナダ原産 北海道りんご（輸）第２号 S47.5.9

園芸作物 りんご 紅玉 アメリカ原産 北海道りんご（輸）第３号 S47.5.9

園芸作物 りんご ハックナイン HAC 9 中央農試 りんご北海道第８号 S60.3.22

園芸作物 りんご さんさ 盛岡４２号 果樹試 りんご移第１０号 H8.3.8

園芸作物 りんご マオイ HAC15 中央農試 りんご北海道第１１号 H12.3.7

園芸作物 りんご ひめかみ 盛岡３７号 果樹試 りんご移第１２号 H13.3.16

園芸作物 りんご レッドゴールド アメリカ原産 りんご準第２号 S48.3.12

園芸作物 りんご ふじ 東北７号 園芸試 りんご準第４号 S48.3.12

園芸作物 りんご スターキング アメリカ原産 りんご準第５号 S48.3.12

園芸作物 りんご つがる
青森県
りんご試験場

りんご準第８号 S61.3.24

園芸作物 りんご ニュージョナゴールド (福島） 天香園 りんご準北海道第９号 S63.3.14

園芸作物 りんご 昂林 ふじ りんご移第１3号 H21.2.2

園芸作物 りんご 紅将軍 やたか りんご移第１４号 H21.2.2

園芸作物 りんご ぐんま名月 ぐんま名月 群馬県 りんご移第１５号 H29.1.27

園芸作物 計 14

園芸作物 ぶどう カメルスアーリー 両親不明 アメリカ原産 北海道ぶどう（輸）第１号 S47.5.9

園芸作物 ぶどう デラウエー 両親不明 アメリカ原産 北海道ぶどう（輸）第２号 S47.5.9

園芸作物 ぶどう ナイヤガラ アメリカ原産 北海道ぶどう（輸）第３号 S47.5.9

園芸作物 ぶどう バッファロー 米ﾆｭ-ﾖｰｸ農試 北海道ぶどう（輸）第５号 S47.5.9

園芸作物 ぶどう ノースレッド 安芸津４号
農水省果樹試験場安芸津支
場 ブドウ移第６号 H3.3.14

園芸作物 ぶどう ポートランド アメリカ原産 ぶどう準第１号 S48.3.12

園芸作物 ぶどう ミュラートルガー 中央農試検定
ﾄﾞｲﾂ(H．ﾐｭﾗｰ）
ｽｲｽ(H.ｼｭﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞ）

ぶどう準輸第３号 S56.4.21

園芸作物 ぶどう セイベル５２７９ 中央農試検定
ﾌﾗﾝｽ個人
「ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ｾｲﾍﾞﾙ」

ぶどう準輸第４号 S56.4.21

園芸作物 ぶどう セイベル１３０５３ 中央農試検定
ﾌﾗﾝｽ個人
「ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ｾｲﾍﾞﾙ」

ぶどう準輸第５号 S56.4.21

園芸作物 ぶどう ツバイゲルトレーベ 中央農試検定
ｵｰｽﾄﾘｱ「ｸﾛｽﾀｰﾉｲ
ﾌﾞﾙｸﾞ　ﾜｲﾝ果樹栽
培学校」

ぶどう準輸第６号 S56.4.21

園芸作物 ぶどう ノースブラック 安芸津５号 農水省果樹試験場安芸津支
場 ぶどう準移第７号 H4.3.21

園芸作物 ぶどう スィートレディ GHC1 中央農試 ぶどう北海道第９号 H26.1.31

園芸作物 計 12

園芸作物 なし 身不知 両親不明 北海道なし第１号 S47.5.9

園芸作物 なし パートレット 両親不明 イギリス 北海道なし第３号 S47.5.9

園芸作物 なし ブランデーワイン 両親不明 (輸入） 北海道なし（輸）第４号 S47.5.9

園芸作物 なし 北新 ６７－１７－２２ 北農研 なし北海道第１４号 H7.3.31

園芸作物 計 4

園芸作物 おうとう 水門 北光　　　 藤野氏(小樽） 北海道その他第１１号 S47.5.9

園芸作物 おうとう ナポレオン 欧州 北海道その他（輸）第１２号 S47.5.9

園芸作物 おうとう 佐藤錦 佐藤栄助(山形） おうとう準第１号 S48.3.12

園芸作物 おうとう 南陽 山形県園芸試 おうとう準北海道第２号 S63.3.14

園芸作物 おうとう HC10 HC10 中央農試 おうとう北海道第２号 R4.3.7

園芸作物 計 5

園芸作物 うめ 豊後 不明 北海道その他第１３号 S47.5.9

園芸作物 うめ 大野豊後 在来種 うめ準第１号 S50.3.27

園芸作物 計 2

園芸作物 もも 白鳳 神奈川県農試 もも準第２号 S48.3.12

園芸作物 計 1
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園芸作物 く    り オータムポロン 道南１号 道南農試 その他北海道第１７号 H2.3.29

園芸作物 く    り オータムコロン 道南２号 道南農試 その他北海道第１８号 H2.3.29

園芸作物 計 2

園芸作物 すもも 大石早生 (福島） 大石俊雄 すもも準第２号 S48.3.12

園芸作物 計 1

園芸作物 ブルーベリー　 ジューン ブルーベリー準第１号 S49.3.12

園芸作物 ブルーベリー　 ランコカス ブルーベリー準第２号　 S49.3.12

園芸作物 ブルーベリー　 ウェイマス ブルーベリー準第３号　 S49.3.12

園芸作物 ブルーベリー　 ハーバート ブルーベリー準第４号 S49.3.12

園芸作物 計 4

園芸作物
くろみのうぐ
いすかぐら

ゆうふつ HC1 中央農試 その他北海道第１６号 H2.3.29

園芸作物 計 1

園芸作物 花ゆり ピカリ Ｌｉ－１９ 花野菜ｾﾝﾀｰ 花ゆり北海道第８号 H16.3.16

園芸作物 計 1

牧草 クローバ類ナツユウ 北海９号 根釧農試 農研機構 クローバー類北海道第７号 H13.3.16

牧草 (アカクローバ) メルビイ
ベルギー
R.V.P研究所

アカクローバー準輸第４号 H2.3.29

牧草 アレス
SW  Ares
(雪印種苗導入）

スウェーデン
Svarof Weibull AB社 クローバー類北海道第９号 H19.2.14

牧草 リョクユウ 北海１３号 根釧農試 農研機構 クローバー類北海道第１０号 H22.2.3

牧草 アンジュ 北海17号 北農研、ホクレン クローバ類北海道第11号 H25.1.31

牧草 ＳＷ　Ｔｏｒｕｎ
スウェーデン
ラントメネン社 クローバ類輸北海道第12号 H27.2.2

牧草 SW RK1124
スウェーデン
ラントメネン社 クローバ類輸第13号 R2.2.14

牧草 計 7

牧草 クローバ類 マキバシロ 東北９号 東北農研 クローバー類移合第６号 H3.3.14

牧草 （シロクローバ）

フィア
(ニュージランド
ホワイト)

シロクローバ準北海道第２号 S46.3.9

牧草 ソーニャ
スウェーデン
ｳｲﾌﾞﾙｽ･ﾎﾙﾝ植物育種研
究所

シロクローバ準輸第２号 S63.3.14

牧草 ルナメイ
フランス
I..N.R.A

シロクローバ準輸第３号 H8.3.8

牧草 タホラ
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
Ag Resarch Grass
lands社

シロクローバ準輸第６号 H8.3.8

牧草 リースリング Ｒｉｅｓｌｉｎｇ
オランダ
Cebeco Seeds社 クローバ類輸第８号 H17.3.31

牧草 コロボックル 北海１号
北農研､ホクレン
根釧農試

シロクローバ北海道合第９号 H23.1.28

牧草 AberPearl イギリス　IBERS シロクローバ輸第１０号 H28.2.3

牧草 タホラⅡ GC１５８
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
Glasslanz　Technology
Ltd.

シロクローバ輸合第11号 H28.2.3

牧草 アバーラスティング イギリス　IBERS シロクローバ輸第12号 H31.2.12

牧草 計 10

牧草
アルサイ
クローバ

テトラ
スウエーデン
W.Weibull AB社 アルサイクローバ準輸第１号 S56.4.21

牧草 計 1

牧草 ヒサワカバ 月系４号 北農研 アルファルファ北海道交第５号 H6.3.31

牧草 ハルワカバ 北海３号 北農研 アルファルファ北海道第６号 H15.2.21
アルファ
ルファ
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牧草 ケレス ＳＢＡ９８０１ 雪印種苗 アルファルファ北海道合第７号 H17.3.31

牧草 ウシモスキー 北海６号
北農研、根釧農試､ホクレ
ン

アルファルファ北海道第８号 H26.1.31

牧草 ＳＢＡ０９０１ ＳＢＡ０９０１ 雪印種苗 アルファルファ北海道合第９号 H29.1.27
牧草 北海８号 北海８号 北農研 アルファルファ北海道第10号 R2.2.14

牧草 Karlu Karlu
Estonian Crop
Research Institute
（エストニア）（雪印

アルファルファ輸合第11号 R4.3.7

牧草 計 7

牧草 ガレガ こまさと184 Ｇａｌｅ
ｴｽﾄﾆｱ農業試験研究
所(ﾎｸﾚﾝ導入)

ガレガ準輸第１号 H14.2.26

牧草 計 1

牧草 フェストロリウム 北海１号 北海１号
北農研、雪印種苗、
根釧農試

フェストロリウム北海道第１号 H29.1.2

牧草 計 1

牧草 チモシー ノサップ 北見２号 北見農試 チモシー北海道第４号 S52.4.11

牧草 ホクシュウ 北見７号 北見農試 チモシー北海道第５号 S52.4.11

牧草 クンプウ 北見１１号 北見農試 チモシー北海道第６号 S55.4.10

牧草 アッケシ 北見１６号 北見農試 チモシー北海道合第７号 H4.3.21

牧草 キリタップ 北見１８号 北見農試 チモシー北海道合第８号 H4.3.21

牧草 オーロラ ＭＴ－１－８５ 三井東圧 チモシー準北海道交第５号 H6.3.31

牧草 ホライズン SB-T-9502 雪印種苗 チモシー準北海道合第７号 H14.2.26

牧草 シリウス SB-T-9504 雪印種苗 チモシー準北海道合第８号 H14.2.26

牧草 なつさかり 北見２２号 北見農試 チモシー北海道合第９号 H16.3.16

牧草 なつちから 北見２５号 北見農試 ホクレン チモシー北海道第１０号 H22.2.3

牧草 ＳＢＴ０３０８ ＳＢＴ０３０８ 雪印種苗 チモシー北海道合第１１号 H22.2.3

牧草 ＳＢＴ０３１０ ＳＢＴ０３１０ 雪印種苗 チモシー北海道合第１２号 H22.2.3

牧草 ナツピリカ 北見３０号 北見農試 チモシー北海道第１３号 H26.1.31

牧草 ＳＢＴ０００２ ＳＢＴ０００２ 雪印種苗 チモシー北海道合第１４号 H26.1.31

牧草 Ｂｏｒ０１２０ Ｂｏｒ０１２０ フィンランド「ボレアルプラントブリーディング社」 チモシー北海道輸第１５号 H29.1.27

牧草 ＳＢＴ０９０４ ＳＢＴ０９０４ 雪印種苗 チモシー北海道合第１６号 H29.1.27

牧草 センプウ 北見３３号 北見農試、ホクレン チモシー北海道合第１７号 H30.2.5

牧草 センリョク 北見３５号 北見農試、ホクレン チモシー北海道第１８号 R2.2.14

牧草 計 18

牧草 オーチャードグラス トヨミドリ 北海２５号 北農研 オーチャードグラス北海道合第７号 H6.3.31

牧草 ハルジマン 北海２６号 北農研 オーチャードグラス北海道合第８号 H13.3.16

牧草 バッカス SB-０-9504 雪印種苗 オーチャードグラス準北海道合第１1号 H14.2.26

牧草 はるねみどり 北海２９号 北農研 オーチャードグラス北海道合第９号 H17.3.31

牧草 パイカル ＨＯＧー１ ホクレン オーチャードグラス北海道合第10号 H18.2.13

牧草 えさじまん 北海３０号 北農研 オーチャードグラス北海道第12号 H27.2.2

牧草 東北８号OG 東北８号OG 北農研 オーチャードグラス北海道第1３号 R2.2.14

牧草 計 7

牧草 トールフェスク ホクリョウ 北海１号 北農研 トールフェスク北海道合第１号 S47.5.9

牧草 Swaj Swaj
Lantmännen社（ス
ウェーデン）（ホクレ
ン導入）

トールフェスク輸第２号 R4.3.7

牧草 計 2

牧草 メドウフェスク ハルサカエ 北海１２号 北農研 メドウフェスク北海道合第２号 H11.3.9

牧草 まきばさかえ 北海１５号 北農研、根釧農試 メドウフェスク北海道合第３号 H21.2.2

牧草 Cosmopolitan STGS549/550
ドイツ
ｻﾞｱﾂﾋﾄｼﾕﾀｲﾅｯﾊ社 メドウフェスク輸第９号 H26.1.31

牧草 計 3

牧草 ポコロ 天北２号 天北農試 ペレニアルライグラス北海道合第１号 H11.3.9

牧草 フレンド 雪印種苗 ペレニアルライグラス準北海道第３号 S53.4.26

牧草 チニタ 天北５号 上川農試天北支場 ペレニアルライグラス北海道合第２号 H20.2.5

牧草 ルフレ ＫＳＰ１４０３ 雪印種苗、酪農試 ペレニアルライグラス北海道合第３号 R3.3.3

牧草 計 4

牧草 イタリアンライグラス マンモスB 雪印種苗 イタリアンライグラス準北海道第２号 S46.3.9

ペレニア
ルライグ

ラス
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牧草 タチサカエ タチサカエ タキイ種苗 イタリアンライグラス移第４号 H23.1.28

牧草 ヒタチヒカリ ヒタチヒカリ 茨城県畜産試験場 イタリアンライグラス移第５号 H23.1.28

牧草 計 3

牧草
スムーズプロム

グラス フーレップ 北見７号 北見農試 スムーズプロムグラス北海道合第２号 H17.3.31

牧草 計 1

牧草
ケンタッ
キーブ

ルーグラ
トロイ

アメリカ
ﾓﾝﾀﾅ州農試

ケンタッキブルーグラス準北海道第２号 S53.4.26

牧草 ラトー Lato(雪印種苗導入）
ﾄﾞｲﾂ
Ｓｔｅｉｎａｃｈ社

ケンタッキブルーグラス北海道第１号 H19.2.14

牧草 計 2

飼料作物 とうもろこし おおぞら 北交５５号 北農研 とうもろこし（飼）北海道交第２５号 H14.2.26

飼料作物 チベリウス ＨＫ９８５１　ﾎｸﾚﾝ導入
ドイツ
ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ育種
社

とうもろこし（飼）輸交第２６号 H16.3.16

飼料作物 ３６Ｂ０８ ３６Ｂ０８　ﾎｸﾚﾝ導入
アメリカ
ﾊﾟｲｵﾆｱ社

とうもろこし（飼）輸交第２８号 H16.3.16

飼料作物 ３９Ｈ３２ ３９Ｈ３２　ﾎｸﾚﾝ導入
アメリカ
ﾊﾟｲｵﾆｱ社

とうもろこし（飼）輸交第３２号 H17.3.31

飼料作物 ＳＨ１３５３ ＳＨ１３５３ 雪印種苗 とうもろこし（飼）北海道交第３５号 H17.3.31

飼料作物 ＴＨ０５８ ＴＨ０５８　タキイ種苗導入
フランス
ｺｻｰﾄﾞｱﾒﾝｾｽ社

とうもろこし(飼)輪交第３８号 H18.2.13

飼料作物 北交６５号 北交６５号 北農研 とうもろこし(飼)輪交第４１号 H20.2.5

飼料作物 クウイス ＨＫ４８０３
ﾄﾞｲﾂ「ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ

育種会社」
とうもろこし(飼)輪交第４２号 H20.2.5

飼料作物 ＬＧ３２１５ ＨＥ０３１９
ﾌﾗﾝｽ「ﾘﾏｸﾞﾚｲﾝ・ﾍﾞﾙﾉ
ｲﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ社」

とうもろこし(飼)輪交第４４号 H20.2.5

飼料作物 ＬＧ３５２０ ＨＥ０３７４
ﾌﾗﾝｽ「ﾘﾏｸﾞﾚｲﾝ・ﾍﾞﾙﾉ
ｲﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ社」

とうもろこし(飼)輪交第４５号 H20.2.5

飼料作物 たちぴりか 北交６６号
北農研
根釧農試

とうもろこし(飼）北海道交第４６号 H21.2.2

飼料作物 ３９Ｔ４５ ３９Ｔ４５ アメリカ「パイオニア社」 とうもろこし(飼）輸交第４７号 H21.2.2

飼料作物 ＫＤ４１８ ＫＤ４１８
ﾄﾞｲﾂ「ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ

育種会社」
とうもろこし(飼）輸交第４９号 H21.2.2

飼料作物 KD301 KD301 ドイツ「KWS SAAT AG社」 とうもろこし(飼）輸交第５３号 H23.1.28

飼料作物 メルクリオ HK7705
ﾄﾞｲﾂ「ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ

育種会社」
とうもろこし(飼）輸交第５４号 H24.1.27

飼料作物 KD320 KE8340
ﾄﾞｲﾂ「ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ

育種会社」
とうもろこし(飼）輸交第５５号 H24.1.27

飼料作物 ソリードAnjou227 (HE91003)
フランスリマグレイン
社・雪印種苗株式会
社

とうもろこし(飼）輸交第５８号 H25.1.31

飼料作物 KD254 (KE8301)
クラインワンツレーベ
ル社・カネコ種苗株式
会社

とうもろこし(飼）輸交第５９号 H25.1.31

飼料作物 P8284 (X8T126)
アメリカパイオニア
社・ホクレン農業協同
組合連合会

とうもろこし(飼）輸交第６０号 H25.1.31

飼料作物 SL0746 SL0746 雪印種苗 とうもろこし(飼）北海道交第６１号 H25.1.31

飼料作物 P9400(X6P942) (X6P942)
アメリカパイオニア
社・ホクレン農業協同
組合連合会

とうもろこし(飼）輸交第６２号 H25.1.31
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飼料作物 P1543 (X7H287)
アメリカパイオニア
社・ホクレン農業協同
組合連合会

とうもろこし(飼）輸交第６３号 H25.1.31

飼料作物 エリオット (HE0942)
フランスリマグレイン
社・雪印種苗株式会
社

とうもろこし(飼）輸交第６４号 H26.1.31

飼料作物 P0725 (P0725)
アメリカパイオニア
社・ホクレン農業協同
組合連合会

とうもろこし(飼）輸交第６５号 H26.1.31

飼料作物 LG3264 （LG3264）
フランスリマグレイン
社(雪印種苗株式会
社)

とうもろこし(飼）輸交第６６号 H27.2.2

飼料作物 P9027（X90A712) (P9027)
アメリカパイオニア社
(ホクレン農業協同組
合連合会)

とうもろこし(飼）輸交第６７号 H27.2.2

飼料作物 北交88号 北交88号 北農研 とうもろこし(飼）北海道交第６８号 H28.2.3

飼料作物 P8025（X80A397）P8025
アメリカ
パイオニア社

とうもろこし(飼）輸交第６９号 H28.2.3

飼料作物 コロサリス HK１４１６
クラインワンツレーベ
ル社（導入：ホクレン）

とうもろこし（飼）輸交第７０号 H30.2.5

飼料作物 P9074 X90B216
パイオニア社（導入：
ホクレン）

とうもろこし（飼）輸交第71号 H30.2.5

飼料作物 TH13101 TH13101
フランス
コディセム社

とうもろこし(飼）輸交第72号 H31.2.12

飼料作物 SHY3143 SHY3143 雪印種苗 とうもろこし(飼）北海道交第73号 H31.2.12
飼料作物 TH1475 TH1475 エールド・エン社 とうもろこし（飼）輸交第74号 H31.2.12

飼料作物 KD421 KD421
クラインワンツレーベ
ン社（導入：ホクレン）

とうもろこし（飼）輸交第75号 H31.2.12

飼料作物 北交９１号 北交９１号 北農研,酪農試 とうもろこし(飼）北海道交第７６号 R2.2.14

飼料作物 TH1513 TH1513
ﾄﾞｲﾂ「ｸﾗｲﾝﾜﾝﾂﾚｰﾍﾞﾝ
社」（導入：タキイ種
苗）

とうもろこし(飼）輸交第７７号 R2.2.14

飼料作物 TH1525 TH1525
ﾌﾗﾝｽ「ｴﾝｱｰｽ社（導
入：タキイ種苗）

とうもろこし(飼）輸交第７８号 R2.2.14

飼料作物 KEB6471 KEB6471
ﾌﾗﾝｽ「ﾓﾝｻﾝﾄ社」（導
入：カネコ種苗）

とうもろこし(飼）輸交第７９号 R2.2.14

飼料作物 X05D718 X05D718
ｱﾒﾘｶ「ﾊﾟｲｵﾆｱ社」（導
入：ﾎｸﾚﾝ）

とうもろこし(飼）輸交第８０号 R2.2.14

飼料作物 P1690 P1690
ｱﾒﾘｶ「ﾊﾟｲｵﾆｱ社」（導
入：ﾎｸﾚﾝ）

とうもろこし(飼）輸交第８１号 R2.2.14

飼料作物 HE15037 HE15037
ﾌﾗﾝｽ「ﾘﾏｸﾞﾚｲﾝﾍﾞﾙﾉｲ
ﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ社」（導
入：雪印種苗）

とうもろこし(飼）輸交第８２号 R2.2.14

飼料作物 HE16040 HE16040
ﾌﾗﾝｽ「ﾘﾏｸﾞﾚｲﾝﾍﾞﾙﾉｲ
ﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ社」（導
入：雪印種苗）

とうもろこし(飼）輸交第８３号 R3.3.3

飼料作物 SH14081 SH14081 雪印種苗 とうもろこし(飼）北海道交第８４号 R3.3.3
飼料作物 SHY4041 SHY4041 雪印種苗 とうもろこし(飼）北海道交第８５号 R3.3.3
飼料作物 SH15445 SH15445 雪印種苗 とうもろこし(飼）北海道交第８６号 R3.3.3

飼料作物 KE4352 KE4352
ドイツ「KWS SAAT
SE」（導入：カネコ種
苗）

とうもろこし(飼）輸交第８７号 R3.3.3

飼料作物 KEB7421 KEB7421
ｽｲｽ「ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲ
ｴﾝｽ」（導入：カネコ種
苗）

とうもろこし(飼）輸交第８８号 R3.3.3

飼料作物 KE2410（KD420） KE2410（KD420）
ｽｲｽ「ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲ
ｴﾝｽ」（導入：カネコ種
苗）

とうもろこし(飼）輸交第８９号 R3.3.3

飼料作物 P8888 P8888
ｱﾒﾘｶ「ﾊﾟｲｵﾆｱ社」（導
入：ﾎｸﾚﾝ）

とうもろこし(飼）輸交第９０号 R4.3.7

飼料作物 ミリアーノ HK1614
クラインワンツレーベ
ン社（導入：ホクレン）

とうもろこし(飼）輸交第９１号 R4.3.7

飼料作物 計 50

合計 329
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