
附表１ 茶農林登録品種一覧
登録番号 品種名 旧系統名 来    歴 育成年 育成場所 用　　途

茶農林１号 べにほまれ 国茶Ｃ８号 インドからの導入実生 1953 金谷 紅茶

茶農林２号 あさつゆ 国茶Ｕ１４号 宇治在来種実生 1953 金谷 煎茶

茶農林３号 みよし 国茶Ｕ１５号 宇治在来種実生 1953 金谷 煎茶

茶農林４号 たまみどり 国茶Ｕ１７号 宇治在来種実生 1953 金谷 玉緑茶

茶農林５号 さやまみどり 埼玉１号 宇治在来種実生 1953 埼玉 煎茶

茶農林６号 やぶきた 藪北 静岡在来種実生 1953 静岡 煎茶

茶農林７号 まきのはらわせ 牧の原早生 静岡在来種実生 1953 静岡 煎茶

茶農林８号 こやにし 小屋西 宇治在来種実生 1953 静岡 煎茶

茶農林９号 ろくろう 六郎 在来種 1953 静岡 煎茶

茶農林１０号 やまとみどり 奈良５９号 奈良在来種実生 1953 奈良 煎茶

茶農林１１号 たかちほ 宮崎９号 在来種 1953 宮崎 釜炒り茶

茶農林１２号 いんど 鹿印雑２号 インド雑種実生 1953 鹿児島 紅茶

茶農林１３号 はつもみじ 鹿アッサム交配１号 Ａｉ２×ＮｋａＯ５ 1953 鹿児島 紅茶

茶農林１４号 べにたちわせ 鹿アッサム交配１６号 Ａｉ２×ＮｋａＯ１ 1953 鹿児島 紅茶

茶農林１５号 あかね 鹿アッサム交配１３２号 Ａｉ２×ＮｋａＯ３ 1953 鹿児島 紅茶

茶農林１６号 なつみどり 国茶Ｓ４１号 静岡在来種実生 1954 金谷 煎茶

茶農林１７号 やえほ 八重穂 静岡在来種実生 1954 静岡 煎茶

茶農林１８号 あさぎり 京研１１３号 宇治在来種実生 1954 京都 玉露

茶農林１９号 きょうみどり 京研１７２号 宇治在来種実生 1954 京都 玉露・てん茶

茶農林２０号 はつみどり 鹿緑原５号 三重県から導入した実生 1954 鹿児島 煎茶

茶農林２１号 べにかおり Ａｉ２１×ＮｋａＯ３ 1960 鹿児島 紅茶

茶農林２２号 べにふじ Ｘ１３号 べにほまれ×Ｃ１９ 1960 金谷 紅茶

茶農林２３号 ひめみどり 福１５号 福岡在来種実生 1960 九農試 玉露

茶農林２４号 いずみ Ａｔ５３７１ べにほまれの実生 1960 九農試 釜炒り製玉緑茶

茶農林２５号 さつまべに ＮＡ１１３ ＮｋａＯ３×Ａｉ１８ 1960 鹿児島 紅茶

茶農林２６号 おくむさし ２２－１３１ さやまみどり×やまとみどり 1962 埼玉 煎茶

茶農林２７号 やまなみ Ｃｈ５３４２ 中国湖北省導入実生 1965 宮崎 釜炒り茶

茶農林２８号 べにひかり 茶支Ｆ1ＡＮＣ１１４１ べにかおり×ＣＮ１ 1969 枕崎 紅茶

茶農林２９号 うんかい Ａ１５ たかちほ×Ｆ１－９－４－４８ 1970 宮崎 釜炒り茶

茶農林３０号 かなやみどり Ｆ1NN１３ Ｓ６×やぶきた 1970 金谷 煎茶

茶農林３１号 さやまかおり Ｇ１５６１３ やぶきた実生 1971 埼玉 煎茶

茶農林３２号 おくみどり Ｆ1NN２９ やぶきた×静在１６ 1974 金谷 煎茶

茶農林３３号 とよか ２３－１１４ さやまみどり×やぶきた 1976 埼玉 煎茶

茶農林３４号 おくゆたか 金谷３号 ゆたかみどり×Ｆ1NN8（たまみどり×Ｓ６） 1983 金谷 煎茶

茶農林３５号 めいりょく 金谷６号 やぶきた×Ｚ１ 1986 金谷 煎茶

茶農林３６号 ふくみどり 埼玉４号 やぶきた×２３Ｆ１１０７（さやまみどり×やぶきた） 1986 埼玉 煎茶

茶農林３７号 しゅんめい 金谷４号 ゆたかみどり×Ｆ1NN8 1988 金谷 煎茶

茶農林３８号 みねかおり 宮崎３号 やぶきた×うんかい 1988 宮崎 釜炒り茶

茶農林３９号 みなみかおり 宮崎５号 やぶきた×宮Ａ１１ 1988 宮崎 煎茶

茶農林４０号 さえみどり 枕崎９号 やぶきた×あさつゆ 1990 枕崎 煎茶

茶農林４１号 ふうしゅん 金谷１２号 Ｚ１×かなやみどり 1991 金谷 煎茶

茶農林４２号 みなみさやか 宮崎９号 宮Ａ－６（たかちほ×宮Ｆ１９－４－４８）×ＮＮ２７ 1991 宮崎 煎茶

茶農林４３号 ほくめい 埼玉３１号 さやまみどり×５５０７（藪北自然実生） 1992 埼玉 煎茶

茶農林４４号 べにふうき 枕崎３号 べにほまれ×枕Ｃｄ８６ 1993 枕崎 紅茶・半発酵茶

茶農林４５号 りょうふう 金谷１７号 ほうりょく×やぶきた 1997 金谷 煎茶

茶農林４６号 むさしかおり 埼玉３３号 さやまかおり×硬枝紅心実生 1997 埼玉 煎茶

茶農林４７号 さきみどり 宮崎１５号 Ｆ１ＮＮ２７×ＭＥ５２ 1997 宮崎 煎茶

茶農林４８号 はるみどり 枕崎１９号 かなやみどり×やぶきた 2000 枕崎 煎茶

茶農林４９号 そうふう 金谷２１号 やぶきた×静印雑１３１ 2002 金谷 煎茶・半発酵茶

茶農林５０号 さいのみどり 埼玉３７号 さやまかおり実生 2003 埼玉 煎茶

茶農林５１号 はるもえぎ 宮崎１８号 Ｆ１ＮＮ２７×ＭＥ５２ 2003 宮崎 煎茶

茶農林５２号 みやまかおり 宮崎２０号 京研２８３×埼玉１号 2003 宮崎 煎茶

茶中間母本農１号 チャツバキ１号 さやまかおり×ヤブツバキ 1988 金谷 耐病虫性

茶中間母本農２号 ＩＲＢ８９－１５ やぶきた放射線突然変異 1994 生物研 自家和合性

茶中間母本農３号 MAKURA１号 インドからの導入実生 1998 枕崎 高タンニン・高カフェイン・花香

茶中間母本農４号 ＫＭ８ 金-Ｃｋ１７×さやまかおり 2004 枕崎 クワシロカイガラムシ抵抗性

茶中間母本農５号 ＫＭ６２ 金-Ｃｋ１７×さやまかおり 2004 枕崎 クワシロカイガラムシ抵抗性

茶中間母本農６号 Ｆ９５１８１ タリエンシス×おくむさし 2004 枕崎 高アントシアニン
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