
春 初夏 春 初夏
(標) ピクセル 6日間 3日間 2日間 3日間
(参) サマーポイント 5 5 7 9
(参) ジェットドーム 4 2 6 2

SK9-099 5 7 9 7
YQQ843 5 4 5 4
スピードドーム052 2 5 2 5
B1401 4 5 4 5
B1414 4 6 4 6
スターラウンド 5 6 5 7

青果規格 加工業務含規格
品種・系統名 花蕾径8-15㎝ 花蕾径8㎝以上

2019 道総研 農業研究本部 花・野菜技術センター

Hokkaido Research Organization                                地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Ornamental Plants and Vegetables Research Center

一斉収穫を目指せ！ブロッコリーの品種特性

ブロッコリーでは、花蕾が収穫サイズに達する日
にばらつきがあり、販売される規格サイズ幅も狭
いため、同一圃場内で2日程度の間隔を空けなが
ら規格に達した花蕾を5～10日間かけて手作業で
収穫しています。
収穫回数が多くなるほど労力が掛かることから、
今後の機械による一斉収穫の可能性を含め、収穫
回数の縮減に必要な特性を明らかにしました。

花・野菜技術センター
研究部 花き野菜グループ
０１２５－２８－２８００
hanayasai-agri@hro.or.jp

普 及 Dissemination

連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

規格内（8～15㎝） 規格外規格外

青果用◎
加工業務用◎

青果用×
加工業務用○～◎

青果用×
加工業務用？

花蕾径 ：道外出荷時の目標
未達 ８㎝ 11㎝ 13㎝ 15㎝ 15㎝以上

図１ ブロッコリーにおける
規格（青果、加工業務用途）の考え方

青果用途 ： 花蕾径8㎝以上～15㎝未満
加工業務用途： 花蕾径8㎝以上～

産地におけるブロッコリー品種選定時の資料とする。

表１ 各品種の特性一覧（一部抜粋）
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図２ 収穫適期幅の考え方
例：2018春まき作型｢SK9-099｣

一斉収穫時に収穫率80%以上を目標とした場合
青果用途規格（8㎝以上～15㎝未満）の収穫可能期間 ：7/16-20 ５日間
加工業務含規格（15㎝以上含む）の収穫可能期間 ：7/16-24 ９日間

注) 春：春まき作型 初夏：初夏まき作型 花・野菜技術センター場内調査(2017-18） 評価：◎（優）、○（やや優る）、□（標準品種並）、△（やや劣る）、×（劣る）

表２ 一斉収穫可能日数 (2018春まき作型、収穫率80%以上）

1. 一斉収穫適性が高くても、茎長（地際から花蕾
頂点まで）が短い品種の場合は茎が固い地際で
刈り取る必要があり、手作業による収穫では労
力軽減につながらない可能性があります。

2. 茎長が短い品種で省力化を目指すためには、低い位置で刈り取り可能な収穫機の普及
が望まれます。

春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏 春 初夏

(標準) ピクセル 早生 (□) (□) や丸 (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) ○ □ △ □ ○ ◎ ○ △ □ △ 長
(参考) サマーポイント 中生 ◎ ◎ 平 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ △ △ ◎ ○ □ ○ □ □ ○ ◎ 長
(参考) ジェットドーム 極早生 ○ □ や丸～平 □ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ □ ◎ □ △ □ × や長

SK9-099 早生 ◎ ◎ や丸 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ □ □ □ ◎ ◎ ○ ◎ □ ○ ◎ ○ 短
YQQ843 極早生 □ □ や丸 ○ □ □ □ ○ □ ○ □ ◎ ○ △ □ △ ○ □ △ □ △ 中
スピードドーム052 極早生 □ □ や丸～平 □ □ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ◎ ◎ △ △ × □ 中
B1401 極早生 □ □ や丸 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ □ △ △ □ や長
B1414 早生 □ ○ や丸 ○ □ ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ◎ □ ○ □ ◎ □ ○ △ □ や長
スターラウンド 早生 ◎ □ 丸～や丸 ○ □ ○ ○ ○ □ ○ ○ ◎ ◎ ○ □ ○ ◎ □ ○ □ ○ や短

品種・系統名

花蕾特性

しまり 凹凸 粒揃い 感 アニン アイ 茎空洞
収量性

早晩性 アントシ キャッツ
 茎長規格
加工業務含青果規格

一斉収穫適性

形状
ボリューム


Sheet1

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

				作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ						規格内 キカクナイ								花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ				茎空洞 クキ クウドウ		茎空洞 クキ クウドウ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2		3		5		4

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5		3		3		3

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4		3		3		3

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5		5		3		4

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				3						4								2						4						5						5				4				2		4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				2						4								3						5						4						5				3				2		5				3

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2		2		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2		2		1		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4		5		5		5

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3		5		3		4

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3		3		3		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				3						5								4						4						4		2				5				1				1		4				2

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4		5		3		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3		4		5		5

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4		4		3		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5		4		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5		5		5		5

						BNT-107		26						85				19				73																																		ERROR:#DIV/0!				3						3								2						2						4						4				3				2		5				3

						YQQ733		27						180				58				43																																		ERROR:#DIV/0!				2						4								3						2						3						5				2				1		4				2

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3		3		5		4

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4		3		5		4

						YQQ951		38						369				88				3																																		ERROR:#DIV/0!				3						3								3						3						3						4				3				2		5				3

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4		4		5		5

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4		2		5		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4		4		5		5

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3		5		5		5



				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いた チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ

				注4)花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				注5)花蕾特性：しまり[堅い:5]~[ピクセル並:3]~[緩い:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

				　　　　 　　　　　粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、

				　　        　　　　アントシアン[無または極軽い:5]~[微:3]~[多:1] ム ゴク カル ビ タ





Sheet1 (2)

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

				作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ						規格内 キカクナイ								花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3



				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いたもの チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ

				注4) チュウ





Sheet1 (3)

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ																																																																																																						2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

				作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ						規格内 キカクナイ								花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								収穫時 シュウカクジ				規格内 キカクナイ				花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ		規格内 キカクナイ				花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性（指数） カライ トクセイ シスウ																		一斉収穫可能日数（日）														収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												茎長(㎝） クキ ナガ				花蕾数
（個/a) カライ スウ コ		花蕾重
（㎏/a) カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%																茎長
(㎝） クキ ナガ		花蕾数 カライ スウ		花蕾重 カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒
揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アント
シアン		キャッツアイ		茎
空洞 クキ クウドウ				歩留まり ブド				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%														形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																(H29)		(H30)																																				(H29)		(H30)

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		32		370個/a コ		84㎏/a		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2		4								6		5		3						5		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5						サマーポイント		31		101 %		129 %		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5		3								7		6		4						4		5		5				4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5						ジェットドーム		28		99		111		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4		3								6		2		1						5		4		5				3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099		23		103		126		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5		4								9		6		5						5		5		5				3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-107		26		95		101		5		-				や丸 マル		4		2		4		5		5		4		2								-		-		-														3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ733		27		36		49		65		-				丸 マル		4		3		5		5		5		3		3								-		-		-														2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843		27		100		110		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2		2								5		5		4						5		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ951		31		103		100		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2		2								5		4		3						2		4		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052		26		100		106		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4		5								2		0		0						5		3		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401		29		99		104		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3		4								4		4		2						4		5		5				3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414		28		101		91		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3		3								4		4		2						5		5		5				3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-004		33		103		127		0		-				や丸 マル		3		5		4		4		5		1		2								-		-		-														3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド		24		101		122		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4		4								5		5		4						4		5		5				2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)						(H29)				(H29)		(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																(H29)		(H30)																																				(H29)		(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				35				356		80		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		35		356個/a コ		80㎏/a		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3		5								3		2		0						3		3		3				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				37				375		107		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				まき		サマーポイント		37		105 %		135 %		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4		4								9		6		3						1		5		3				3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				30				361		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3						ジェットドーム		30		101		105		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5		5								2		1		0						4		2		3				3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				24				380		96		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4						SK9-099		24		107		120		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5		5								7		5		4						3		5		4				3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						85				19				73																																		ERROR:#DIV/0!				26				85		19		73																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-107		26		23		21		73		-				や丸 マル		3		2		2		2		4		3		3								-		-		-														3						3								2						2						4						4				3				2

						YQQ733		27						180				58				43																																		ERROR:#DIV/0!				27				180		58		43																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ733		27		49		63		43		-				丸 マル		4		3		2		4		5		2		2								-		-		-														2						4								3						2						3						5				2				1

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				31				351		87		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5						YQQ843		31		99		109		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3		4								4		2		1						5		4		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				31				356		90		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5						R2-004		31		100		113		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4		4								7		3		2						5		4		5				3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4

						YQQ951		38						369				88				3																																		ERROR:#DIV/0!				38				369		88		3																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ951		38		100		96		3		-				や丸 マル		3		3		3		3		4		3		3								-		-		-														3						3								3						3						3						4				3				2

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				28				375		81		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4						スピードドーム052		28		105		102		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4		5								5		3		2						4		4		4				3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				29				366		83		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5						B1401		29		103		104		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4		4								5		5		2						4		5		5				3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				29				342		88		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5						B1414		29		96		111		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4		5								6		4		1						4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				27				347		75		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5						スターラウンド		27		97		94		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3		5								7		4		3						4		5		5				3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3



				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																																																																																						注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																												注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ																																																																																																						注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ																																												注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いた チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ																																																																																																						注3) 規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除く、花蕾径11㎝以上のものを収穫した チュウ キカクナイ カライ ケイ イジョウ シュウカク																																												注3) 規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除く、花蕾径11㎝以上のものを収穫した チュウ キカクナイ カライ ケイ イジョウ シュウカク

				注4)花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																																																																																						注4) 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																												注4) 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				注5)花蕾特性：しまり[堅い:5]~[ピクセル並:3]~[緩い:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ																																																																																																						注5) 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ																																												注5) 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

				　　　　 　　　　　粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、																																																																																																						　 　 　      　　　アントシアン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ																																												　 　 　      　　　アントシアン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ

				　　        　　　　アントシアン[無または極軽い:5]~[微:3]~[多:1] ム ゴク カル ビ タ																																																																																																						注6) 「BNT-107｣、｢YQQ733」ならびに春まき作型の[R2-004」、初夏まき作型の「YQQ951」はH29年度のみ供試した チュウ ハル サクガタ ショカ サクガタ ネンド キョウシ																																												注6) 「BNT-107｣、｢YQQ733」ならびに春まき作型の[R2-004」、初夏まき作型の「YQQ951」はH29年度のみ供試した チュウ ハル サクガタ ショカ サクガタ ネンド キョウシ

																																																																																																										注7)一斉収穫可能日数(H30)は、 調査した株全体の80％以上、90％以上、100％の花蕾が規格内サイズで収穫可能な連続日数を示す チュウ チョウサ カブ イジョウ レンゾク ニッスウ シメ																																												注7) 花蕾腐敗病と一斉収穫可能日数以外は2か年平均 チュウ カライ フハイ ビョウ イガイ ネン ヘイキン

																																																																																																										注8) 規格内サイズに達した後、花蕾形状の崩れやブラウンビーズ発生等により品質が低下した花蕾は除外した チュウ キカク ナイ タッ ノチ ハナ ツボミ ケイジョウ クズ ハッセイ ナド ヒンシツ テイカ ハナ ツボミ ジョガイ

																																																																																																										注9) 花蕾腐敗病と一斉収穫可能日数以外は2か年平均 チュウ カライ フハイ ビョウ イガイ ネン ヘイキン







Sheet1 (4)

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ																																																																																																						2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

				作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ						規格内 キカクナイ								花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								収穫時 シュウカクジ				規格内 キカクナイ				花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								作 型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時2) シュウカクジ								 花 蕾4)   
腐敗病
(%) ハナ ツボミ フハイ ビョウ				花蕾特性（指数）5) カライ トクセイ シスウ																収穫日7)
の揃い
（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ				一斉収穫可能日数（日）

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												茎長(㎝） クキ ナガ				花蕾数
（個/a) カライ スウ コ		花蕾重
（㎏/a) カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%																茎長 クキ ナガ		平 均
花蕾重 ヒラ ヒトシ カライ ジュウ		 規格内3)
花蕾数 キカクナイ カライ スウ		規格内3)
収 量 キカクナイ シュウ リョウ						形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒
揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアニン		キャッツアイ		茎
空洞 クキ クウドウ						歩留まり ブド				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%						形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																		(H29)		(H30)

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				春まき ハル		(標) ピクセル シルベ		 32 ㎝		234 g		370個/a コ		84㎏/a		0		3		や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2		4		5								6		5		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5						(参) サマーポイント サン		31		289		101 % 		129 % 		0		0		平 ヒラ		5		4		5		4		2		5		3		4.5								7		6		4						4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5						(参) ジェットドーム サン		28		255		99		111		0		0		や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4		3		4.5								6		2		1						3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099		23		283		103		126		0		0		や丸 マル		5		4		5		5		3		5		4		5								9		6		5						3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1076)		26		262		95		101		5		-		や丸 マル		4		2		4		5		5		4		2		-								-		-		-						3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7336)		27		310		36		49		65		-		丸 マル		4		3		5		5		5		3		3		-								-		-		-						2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843		27		252		100		110		3		3		や丸 マル		4		3		4		4		5		2		2		5								5		5		4						3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ951		31		220		103		100		0		0		や丸 マル		3		3		5		4		4		2		2		3								5		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052		26		241		100		106		3		3		や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4		5		5								2		0		0						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401		29		237		99		104		5		0		や丸 マル		4		4		4		4		4		3		4		4.5								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414		28		267		101		91		0		0		や丸 マル		4		4		4		4		4		3		3		5								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-0046)		33		302		103		127		0		-		や丸 マル		3		5		4		4		5		1		2		-								-		-		-						3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド		24		273		101		122		3		0		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4		4		4.5								5		5		4						2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)						(H29)				(H29)		(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																		(H29)		(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				35				356		80		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				初夏 ショカ		(標) ピクセル シルベ		35 ㎝		222 g		356個/a コ		80㎏/a		0		0		や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3		5		3.5								3		2		0						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				37				375		107		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				まき		(参) サマーポイント サン		37		284		105 % 		135 % 		3		0		平 タイ		4		4		4		4		2		4		4		4								9		6		3						3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				30				361		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3						(参) ジェットドーム サン		30		234		101		105		8		0		平 タイ		3		3		3		4		4		5		5		2								2		1		0						3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				24				380		96		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4						SK9-099		24		251		107		120		0		0		や丸 マル		4		4		4		3		3		5		5		5								7		5		4						3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						85				19				73																																		ERROR:#DIV/0!				26				85		19		73																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1076)		26		216		23		21		73		-		や丸 マル		3		2		2		2		4		3		3		-								-		-		-						3						3								2						2						4						4				3				2

						YQQ733		27						180				58				43																																		ERROR:#DIV/0!				27				180		58		43																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7336)		27		310		49		63		43		-		丸 マル		4		3		2		4		5		2		2		-								-		-		-						2						4								3						2						3						5				2				1

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				31				351		87		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5						YQQ843		31		235		99		109		10		0		や丸 マル		3		3		3		3		4		3		4		4								4		2		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3

						YQQ951		38						369				88				3																																		ERROR:#DIV/0!				38				369		88		3																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ9516)		38		213		100		96		3		-		や丸 マル		3		3		3		3		4		3		3		-								-		-		-						3						3								3						3						3						4				3				2

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				28				375		81		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4						スピードドーム052		28		225		105		102		0		0		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4		5		4.5								5		3		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				29				366		83		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5						B1401		29		258		103		104		5		3		や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4		4		4.5								5		5		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				29				342		88		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5						B1414		29		249		96		111		10		8		や丸 マル		3		3		3		4		5		4		5		4.5								6		4		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				31				356		90		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5						R2-004		31		245		100		113		0		0		や丸 マル		5		3		4		4		4		4		4		4								7		3		2						3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				27				347		75		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5						スターラウンド		27		217		97		94		10		5		や丸 マル		3		4		3		4		5		3		5		4.5								7		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3



				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																																																																																																																																				注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ																																																																																																																																																				注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いた チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ																																																																																																																																																				注3) 規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除く、花蕾径11㎝以上のものを収穫した チュウ キカクナイ カライ ケイ イジョウ シュウカク

				注4)花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																																																																																																																																				注4) 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				注5)花蕾特性：しまり[堅い:5]~[ピクセル並:3]~[緩い:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ																																																																																																																																																				注5) 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

				　　　　 　　　　　粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、																																																																																																																																																				　 　 　      　　　アントシアン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ

				　　        　　　　アントシアン[無または極軽い:5]~[微:3]~[多:1] ム ゴク カル ビ タ																																																																																																																																																				注6) 「BNT-107｣、｢YQQ733」ならびに春まき作型の[R2-004」、初夏まき作型の「YQQ951」はH29年度のみ供試した チュウ ハル サクガタ ショカ サクガタ ネンド キョウシ

																																																																																																																																																								注7) 花蕾腐敗病と収穫日の揃い以外はH29,H30年の2か年平均 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																								注8) 収穫日の揃いは、連続した4日間において[指数5：全体の90％以上が規格内で収穫可能]、[指数４：同80-89.9％]、[指数３：同70-79.9％]、 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																								　　　[指数２：60-69.9％]、[指数１：60％未満]を示す。











伝達研修用

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ																																																																																																						2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

				作型 サク ガタ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		収穫時 シュウカクジ						規格内 キカクナイ								花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								収穫時 シュウカクジ				規格内 キカクナイ				花蕾
腐敗病
（％） カライ フハイ ビョウ						花蕾特性 カライ トクセイ																収穫適期日数（日） シュウカク テッキ ニッスウ ニチ								収穫日の揃い（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ								品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ				早晩性 ソウバン セイ		平均花蕾重 ヘイキン カライ ジュウ										規格内花蕾数3) キカクナイ カライ スウ										規格内収量3) キカクナイ シュウリョウ										 花蕾腐敗病(%) ハナ ツボミ フハイ ビョウ										花蕾特性（指数）5) カライ トクセイ シスウ																収穫日7)
の揃い
（指数） シュウカク ビ ソロ シスウ				一斉収穫可能日数（日）

																																																																																																																春まき ハル				初夏まき ショカ						春まき ハル				初夏まき ショカ						春まき ハル				初夏まき ショカ						春まき ハル				初夏まき ショカ

																																																																																																																g				g						個/a				個/a						㎏/a				㎏/a						(H29)		(H30)		(H29)		(H30)

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				(標) シルベ		ピクセル		早生 ワセ		234				222						370				356						84				80						0		3		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2		4		5								6		5		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				(参) サン		サマーポイント		中生 ナカ イ		289				284						101		 % 		105		 % 				129		 % 		135		 % 				0		0		3		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5		3		4.5								7		6		4						4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				(参) サン		ジェットドーム		極早生 ゴク ワセ		255				234						99				101						111				105						0		0		8		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4		3		4.5								6		2		1						3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099		早生 ワセ		283				251						103				107						126				120						0		0		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5		4		5								9		6		5						3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1075)				262				216						95				23						101				21						5		-		73		-				や丸 マル		4		2		4		5		5		4		2		-								-		-		-						3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7335)				310				310						36				49						49				63						65		-		43		-				丸 マル		4		3		5		5		5		3		3		-								-		-		-						2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843		極早生 ゴク ワセ		252				235						100				99						110				109						3		3		10		0				や丸 マル		4		3		4		4		5		2		2		5								5		5		4						3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ9515)				220				213						103				100						100				96						0		0		3		-				や丸 マル		3		3		5		4		4		2		2		3								5		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052		極早生 ゴク ワセ		241				225						100				105						106				102						3		3		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4		5		5								2		0		0						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401		極早生 ゴク ワセ		237				258						99				103						104				104						5		0		5		3				や丸 マル		4		4		4		4		4		3		4		4.5								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414		早生 ワセ		267				249						101				96						91				111						0		0		10		8				や丸 マル		4		4		4		4		4		3		3		5								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-0045)				302				245						103				100						127				113						0		-		0		0				や丸 マル		3		5		4		4		5		1		2		-								-		-		-						3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド		早生 ワセ		273				217						101				97						122				94						3		0		10		5				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4		4		4.5								5		5		4						2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)						(H29)				(H29)		(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																																										(H29)				(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				35				356		80		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				初夏 ショカ		(標) ピクセル シルベ				222 g										356個/a コ										80㎏/a										0				0						や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3		5		3.5								3		2		0						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				37				375		107		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				まき		(参) サマーポイント サン				284										105 % 										135 % 										3				0						平 タイ		4		4		4		4		2		4		4		4								9		6		3						3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				30				361		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3						(参) ジェットドーム サン				234										101										105										8				0						平 タイ		3		3		3		4		4		5		5		2								2		1		0						3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				24				380		96		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4						SK9-099				251										107										120										0				0						や丸 マル		4		4		4		3		3		5		5		5								7		5		4						3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						85				19				73																																		ERROR:#DIV/0!				26				85		19		73																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1076)				216										23										21										73				-						や丸 マル		3		2		2		2		4		3		3		-								-		-		-						3						3								2						2						4						4				3				2

						YQQ733		27						180				58				43																																		ERROR:#DIV/0!				27				180		58		43																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7336)				310										49										63										43				-						丸 マル		4		3		2		4		5		2		2		-								-		-		-						2						4								3						2						3						5				2				1

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				31				351		87		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5						YQQ843				235										99										109										10				0						や丸 マル		3		3		3		3		4		3		4		4								4		2		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3

						YQQ951		38						369				88				3																																		ERROR:#DIV/0!				38				369		88		3																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ9516)				213										100										96										3				-						や丸 マル		3		3		3		3		4		3		3		-								-		-		-						3						3								3						3						3						4				3				2

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				28				375		81		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4						スピードドーム052				225										105										102										0				0						や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4		5		4.5								5		3		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				29				366		83		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5						B1401				258										103										104										5				3						や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4		4		4.5								5		5		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				29				342		88		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5						B1414				249										96										111										10				8						や丸 マル		3		3		3		4		5		4		5		4.5								6		4		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				31				356		90		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5						R2-004				245										100										113										0				0						や丸 マル		5		3		4		4		4		4		4		4								7		3		2						3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				27				347		75		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5						スターラウンド				217										97										94										10				5						や丸 マル		3		4		3		4		5		3		5		4.5								7		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3



				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																																																																																						注1) チュウ		 花・野菜技術センターの試験結果(H29-30)による、（標）：標準品種、（共）：各地域農業センターで共同に供試されている品種 トモ カク チイキ ノウギョウ キョウドウ キョウシ ヒンシュ																																																																										注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ																																																																																																						2)		 病害虫および著しい生理障害を除いた花蕾径11㎝以上の個体を対象とした カライ ケイ イジョウ コタイ タイショウ																																																																										注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いた チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ																																																																																																						3)		 （標準）ピクセルの花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ																																																																										注3) 規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除く、花蕾径11㎝以上のものを収穫した チュウ キカクナイ カライ ケイ イジョウ シュウカク

				注4)花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																																																																																						4)		 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																																																										注4) 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				注5)花蕾特性：しまり[堅い:5]~[ピクセル並:3]~[緩い:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ																																																																																																						5)		 H29年度に花蕾腐敗が多発した「BNT-107｣、｢YQQ733」、春まき作型でキャッツアイ発生が著しかった[R2-004」、初夏まき作型で
   収穫日の揃いが劣った「YQQ951」は、H30年度試験供試を中止した ネンド カライ フハイ タハツ ハル サク ガタ ハッセイ イチジル ショカ サクガタ シュウカク ニチ ソロ オト																																																																										注5) 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

				　　　　 　　　　　粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、																																																																																																																																																																																		　 　 　      　　　アントシアン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ

				　　        　　　　アントシアン[無または極軽い:5]~[微:3]~[多:1] ム ゴク カル ビ タ																																																																																																																																																																																		注6) 「BNT-107｣、｢YQQ733」ならびに春まき作型の[R2-004」、初夏まき作型の「YQQ951」はH29年度のみ供試した チュウ ハル サクガタ ショカ サクガタ ネンド キョウシ

																																																																																																																																																																																						注7) 花蕾腐敗病と収穫日の揃い以外はH29,H30年の2か年平均 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																																																						注8) 収穫日の揃いは、連続した4日間において[指数5：全体の90％以上が規格内で収穫可能]、[指数４：同80-89.9％]、[指数３：同70-79.9％]、 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																																																						　　　[指数２：60-69.9％]、[指数１：60％未満]を示す。











伝達研修用２

				2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ																																																																																																						2か年の供試品種の特性総括表 ネン キョウシ ヒンシュ トクセイ ソウカツ ヒョウ

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												茎長(㎝） クキ ナガ				花蕾数
（個/a) カライ スウ コ		花蕾重
（㎏/a) カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%														品種名 ヒンシュメイ																		形状 ケイジョウ				しまり						凹凸 オウトツ						粒
揃い リュウ ソロ						ボリューム感 カン						アントシアニン						キャッツ
アイ						茎
空洞 クキ クウドウ																												歩留まり ブド				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%						形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)																										春・初夏 ハル ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5						(標) ピクセル シルベ																		や丸 マル				(3)		(3)				(3)		(3)				(3)		(3)				(3)		(3)				4		3				2		3				4		5																														6		5		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5						(参) サマーポイント サン																		平 ヒラ				5		4				4		4				5		4				4		4				2		2				5		4				3		4																														7		6		4						4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5						(参) ジェットドーム サン																		や丸～平 マル タイ				3		3				4		3				4		3				4		4				5		4				4		5				3		5																														6		2		1						3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099																		や丸 マル				5		4				4		4				5		4				5		3				3		3				5		5				4		5																														9		6		5						3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1076)																		や丸 マル				4		3				2		2				4		2				5		2				5		4				4		3				2		3																														-		-		-						3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7336)																		丸 マル				4		4				3		3				5		2				5		4				5		5				3		2				3		2																														-		-		-						2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843																		や丸 マル				4		3				3		3				4		3				4		3				5		4				2		3				2		4																														5		5		4						3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ9516)																		や丸 マル				3		3				3		3				5		3				4		3				4		4				2		3				2		3																														5		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052																		や丸～平 マル タイ				3		3				3		3				4		3				4		3				4		3				4		4				5		5																														2		0		0						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401																		や丸 マル				4		3				4		4				4		4				4		4				4		4				3		4				4		4																														4		4		2						3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414																		や丸 マル				4		3				4		3				4		3				4		4				4		5				3		4				3		5																														4		4		2						3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-0046)																		や丸 マル				3		5				5		3				4		4				4		4				5		4				1		4				2		4																														-		-		-						3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド																		丸～や丸 マル マル				4		3				4		4				4		3				4		4				5		5				4		3				4		5																														5		5		4						2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)						(H29)				(H29)		(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)

				初夏 ショカ		（標準）ピクセル ヒョウジュン		36		33				369		342		92		67		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3				35				356		80		0		0				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		3		3				3		2		0				3		3		3						(標) ピクセル シルベ																		や丸 マル				(3)						(3)						(3)						(3)						3						3						5																																3		2		0						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		4		3		3		3		3

				まき		サマーポイント		37		37				369		380		111		103		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3				37				375		107		3		0				平 タイ		4		4		4		4		2		4				9		6		3				1		5		3						(参) サマーポイント サン																		平 タイ				4						4						4						4						2						4						4																																9		6		3						3		4		平 タイ		4		4		4		4		3		4		5		2		4		5		3		4		1		2		2		3		5		4

						ジェットドーム		32		29				341		380		83		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3				30				361		84		8		0				平 タイ		3		3		3		4		4		5				2		1		0				4		2		3						(参) ジェットドーム サン																		平 タイ				3						3						3						4						4						5						5																																2		1		0						3		4		平 タイ		3		2		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		5		4		5		5		5

						SK9-099		25		24				379		380		105		86		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4				24				380		96		0		0				や丸 マル		4		4		4		3		3		5				7		5		4				3		5		4						SK9-099																		や丸 マル				4						4						4						3						3						5						5																																7		5		4						3		3		や丸 マル		4		4		4		4		4		4		4		3		4		3		2		3		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						85				19				73																																		ERROR:#DIV/0!				26				85		19		73																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1076)																		や丸 マル				3						2						2						2						4						3						3																																-		-		-						3						3								2						2						4						4				3				2

						YQQ733		27						180				58				43																																		ERROR:#DIV/0!				27				180		58		43																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7336)																		丸 マル				4						3						2						4						5						2						2																																-		-		-						2						4								3						2						3						5				2				1

						YQQ843		33		30				341		361		90		84		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5				31				351		87		10		0				や丸 マル		3		3		3		3		4		3				4		2		1				5		4		5						YQQ843																		や丸 マル				3						3						3						3						4						3						4																																4		2		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		5		4		3		2		3

						YQQ951		38						369				88				3																																		ERROR:#DIV/0!				38				369		88		3																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ9516)																		や丸 マル				3						3						3						3						4						3						3																																-		-		-						3						3								3						3						3						4				3				2

						スピードドーム052		31		25				379		371		95		67		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4				28				375		81		0		0				や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		4				5		3		2				4		4		4						スピードドーム052																		や丸～平 マル タイ				3						3						3						3						3						4						5																																5		3		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		1		5		3		3		4		4

						B1401		31		28				360		371		90		75		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5				29				366		83		5		3				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		4		4				5		5		2				4		5		5						B1401																		や丸～平 マル タイ				3						4						4						4						4						4						4																																5		5		2						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		4		3		4		4		3		4		4		3		4		3		5		4		5		3		4

						B1414		31		27				331		352		96		80		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5				29				342		88		10		8				や丸 マル		3		3		3		4		5		4				6		4		1				4		5		5						B1414																		や丸 マル				3						3						3						4						5						4						5																																6		4		1						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		5		5		5		3		4		4

						R2-004		33		29				369		342		101		78		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5				31				356		90		0		0				や丸 マル		5		3		4		4		4		4				7		3		2				5		4		5						R2-004																		や丸 マル				5						3						4						4						4						4						4																																7		3		2						3		3		や丸 マル		4		5		5		2		3		3		5		2		4		4		3		4		3		5		4		3		5		4

						スターラウンド		28		25				341		352		83		66		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5				27				347		75		10		5				や丸 マル		3		4		3		4		5		3				7		4		3				4		5		5						スターラウンド																		や丸 マル				3						4						3						4						5						3						5																																7		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		4		3		4		4		2		3		4		3		4		5		5		5		3		2		3



								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												茎長(㎝） クキ ナガ				花蕾数
（個/a) カライ スウ コ		花蕾重
（㎏/a) カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ														収量性 シュウリョウセイ						形状 ケイジョウ				しまり						凹凸 オウトツ						粒揃い リュウ ソロ						ボリューム感 カン						アントシアニン						キャッツ
アイ						茎空洞 クキ クウドウ																												歩留まり ブド				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%						形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)										春まき ハル				初夏まき ショカ						春 ハル		初夏 ショカ								春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ

																																																																																																														㎏/a				㎏/a

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				(標) シルベ		ピクセル		84				80						(□)		(□)				や丸 マル				(□)		(□)				(□)		(□)				(□)		(□)				(□)		(□)				○		□				△		□				○		◎																														6		5		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				(参) サン		サマーポイント		129				135						◎		◎				平 ヒラ				◎		○				○		○				◎		○				○		○				△		△				◎		○				□		○																														7		6		4						4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				(参) サン		ジェットドーム		111				105						○		□				や丸～平 マル タイ				□		□				○		□				○		□				○		○				◎		○				○		◎				□		◎																														6		2		1						3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099		126				120						◎		◎				や丸 マル				◎		○				○		○				◎		○				◎		□				□		□				◎		◎				○		◎																														9		6		5						3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1072)		101				21												や丸 マル				○		□				△		△				○		△				◎		△				◎		○				○		□				△		□																														-		-		-						3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7332)		49				63												丸 マル				○		○				□		□				◎		△				◎		○				◎		◎				□		△				□		△																														-		-		-						2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843		110				109						□		□				や丸 マル				○		□				□		□				○		□				○		□				◎		○				△		□				△		○																														5		5		4						3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ9512)		100				96												や丸 マル				□		□				□		□				◎		□				○		□				○		○				△		□				△		□																														5		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052		106				102						□		□				や丸～平 マル タイ				□		□				□		□				○		□				○		□				○		□				○		○				◎		◎																														2		0		0						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401		104				104						□		□				や丸 マル				○		□				○		○				○		○				○		○				○		○				□		○				○		○																														4		4		2						3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414		91				111						□		○				や丸 マル				○		□				○		□				○		□				○		○				○		◎				□		○				□		◎																														4		4		2						3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-0042)		127				113												や丸 マル				□		◎				◎		□				○		○				○		○				◎		○				×		○				△		○																														-		-		-						3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド		122				94						◎		□				丸～や丸 マル マル				○		□				○		○				○		□				○		○				◎		◎				○		□				○		◎																														5		5		4						2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																																																																																																																																																																																								注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ																																																																																																																																																																																																								注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ

				注3)規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除いた チュウ キカクナイ チョウサ タイショウ カライ カライ ケイ ミマン ビョウガイチュウ イチジル セイリ ショウガイ ノゾ																																																																																																																																																																																																								注3) 規格内：調査対象花蕾のうち、花蕾径8㎝未満、病害虫および著しい生理障害を除く、花蕾径11㎝以上のものを収穫した チュウ キカクナイ カライ ケイ イジョウ シュウカク

				注4)花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ																																																																																																																																																																																																								注4) 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 チュウ ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				注5)花蕾特性：しまり[堅い:5]~[ピクセル並:3]~[緩い:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ																																																																																																																																																																																																								注5) 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 チュウ ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

				　　　　 　　　　　粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、																																																																																																																																																																																																								　 　 　      　　　アントシアン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ

				　　        　　　　アントシアン[無または極軽い:5]~[微:3]~[多:1] ム ゴク カル ビ タ																																																																																																																																																																																																								注6) 「BNT-107｣、｢YQQ733」ならびに春まき作型の[R2-004」、初夏まき作型の「YQQ951」はH29年度のみ供試した チュウ ハル サクガタ ショカ サクガタ ネンド キョウシ

																																																																																																																																																																																																												注7) 花蕾腐敗病と収穫日の揃い以外はH29,H30年の2か年平均 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																																																																												注8) 収穫日の揃いは、連続した4日間において[指数5：全体の90％以上が規格内で収穫可能]、[指数４：同80-89.9％]、[指数３：同70-79.9％]、 チュウカライフハイビョウイガイネンヘイキン

																																																																																																																																																																																																												　　　[指数２：60-69.9％]、[指数１：60％未満]を示す。







																																																																																																										1)		 花蕾特性：しまり[堅：◎]～[ピクセル並□3]～[緩:×]、凹凸[少：◎]～[ピクセル並：□]～[多：×]、粒揃い・ボリューム感[良：◎]～[ﾋﾟｸｾﾙ並：□]～[不良：×]、アントシアニン[無又は極軽：◎]～[微：□3]～[多：×]、キャッツアイ[無：◎]～[多：×]、茎空洞[無又は極軽：◎]～[微：□]～[多：×] ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ



																																																																																																										2)		 H29年度に花蕾腐敗が多発した「BNT-107｣、｢YQQ733」、春まき作型でキャッツアイ発生が著しかった[R2-004」、初夏まき作型で
収穫日の揃いが劣った「YQQ951」は、H30年度試験供試を中止した（下線部：H29年のみの結果） ネンド カライ フハイ タハツ ハル サク ガタ ハッセイ イチジル ショカ サクガタ シュウカク ニチ ソロ オト カセンブ ネン ケッカ





																																																																																																										品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ												早晩性 ソウバン セイ		収量性 シュウリョウセイ						花蕾特性 カライ トクセイ																																														一斉収穫適性 イッセイ シュウカク テキセイ												収穫日の
揃い シュウカク ヒ ソロ						茎長 クキ ナガ

								茎長(㎝） クキ ナガ						花蕾数（個/a) カライ スウ コ				花蕾重（㎏/a) カライ ジュウ										形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%												茎長(㎝） クキ ナガ				花蕾数
（個/a) カライ スウ コ		花蕾重
（㎏/a) カライ ジュウ								形状 ケイジョウ		しまり		凹凸 オウトツ		粒揃い リュウ ソロ		ボリューム感 カン		アントシアン		キャッツアイ				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%																																形状 ケイジョウ				しまり						凹凸 オウトツ						粒揃い リュウ ソロ						ボリューム						アントシ						キャッツ
						茎空洞 クキ クウドウ						青果規格 セイカ キカク						加工業務含 カコウ ギョウム フク																歩留まり ブド				80%
以上 イジョウ		90%
以上 イジョウ		100%						形状 ケイジョウ		形状 ケイジョウ				しまり		しまり				凹凸 オウトツ		凹凸 オウトツ				粒揃い リュウ ソロ		粒揃い リュウ ソロ				ボリューム感 カン		ボリューム感 カン				アントシアン		アントシアン				キャッツアイ		キャッツアイ

																																																																																																																																																				感						アニン						アイ																		規格 キカク

								(H29)		(H30)				(H29)		(H30)		(H29)		(H30)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)												(H29)		(H29)		(H30)																												(H29)		(H30)										春まき ハル				初夏まき ショカ						春 ハル		初夏 ショカ								春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ				春 ハル		初夏 ショカ

				春まき ハル		（標準）ピクセル ヒョウジュン		34		30				369		371		90		77		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				32				370		84		0		3				や丸 マル		(3)		(3)		(3)		(3)		4		2				6		5		3				5		5		5				(標準) ヒョウジュン		ピクセル		84				80				早生 ワセ		(□)		(□)				や丸 マル				(□)		(□)				(□)		(□)				(□)		(□)				(□)		(□)				○		□				△		□				○		◎				○		△				□		△				◎		□				長 ナガ								6		5		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		4		3		1		2

						サマーポイント		33		28				369		380		120		95		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				31				375		108		0		0				平 ヒラ		5		4		5		4		2		5				7		6		4				4		5		5				(参考) サンコウ		サマーポイント		129				135				中生 ナカ イ		◎		◎				平 ヒラ				◎		○				○		○				◎		○				○		○				△		△				◎		○				□		○				□		□				○		◎				○		○				長 ナガ								7		6		4						4		4		平 ヒラ		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		4		4		1		3		2		4		5		5

						ジェットドーム		31		25				369		361		100		85		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				28				365		93		0		0				や丸～平 マル タイ		3		4		4		4		5		4				6		2		1				5		4		5				(参考) サンコウ		ジェットドーム		111				105				極早生 ゴク ワセ		○		□				や丸～平 マル タイ				□		□				○		□				○		□				○		○				◎		○				○		◎				□		◎				□		△				□		×				○		△				や長 ナガ								6		2		1						3		4		や丸～平 マル タイ		4		2		3		4		3		4		3		4		4		3		4		4		5		5		5		3		5		4

						SK9-099		25		20				379		380		118		93		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5				23				380		106		0		0				や丸 マル		5		4		5		5		3		5				9		6		5				5		5		5						SK9-099		126				120				早生 ワセ		◎		◎				や丸 マル				◎		○				○		○				◎		○				◎		□				□		□				◎		◎				○		◎				□		○				◎		○				◎		◎				短 ミジカ								9		6		5						3		3		や丸 マル		5		4		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		1		5		3		5		5		5

						BNT-107		26						350				91				5																																		ERROR:#DIV/0!				26				350		91		5																																		ERROR:#DIV/0!						BNT-1072)		101				21												や丸 マル				○		□				△		△				○		△				◎		△				◎		○				○		□				△		□																														-		-		-						3						4								2						4						5						5				4				2

						YQQ733		27						133				44				65																																		ERROR:#DIV/0!				27				133		44		65																																		ERROR:#DIV/0!						YQQ7332)		49				63												丸 マル				○		○				□		□				◎		△				◎		○				◎		◎				□		△				□		△																														-		-		-						2						4								3						5						4						5				3				2

						YQQ843		29		26				369		371		94		89		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5				27				370		92		3		3				や丸 マル		4		3		4		4		5		2				5		5		4				5		5		5						YQQ843		110				109				極早生 ゴク ワセ		□		□				や丸 マル				○		□				□		□				○		□				○		□				◎		○				△		□				△		○				□		△				□		△				◎		○				中 チュウ								5		5		4						3		3		や丸 マル		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		5		5		5		3		1		2

						YQQ951		35		28				379		380		91		76		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3				31				380		84		0		0				や丸 マル		3		3		5		4		4		2				5		4		3				2		4		3						YQQ9512)		100				96												や丸 マル				□		□				□		□				◎		□				○		□				○		○				△		□				△		□																														5		4		3						3		3		や丸 マル		3		3		3		3		3		3		4		5		5		3		4		4		3		5		4		2		2		2

						スピードドーム052		28		24				369		371		88		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4				26				370		89		3		3				や丸～平 マル タイ		3		3		4		4		4		4				2		0		0				5		3		4						スピードドーム052		106				102				極早生 ゴク ワセ		□		□				や丸～平 マル タイ				□		□				□		□				○		□				○		□				○		□				○		○				◎		◎				△		△				×		□				◎		○				中 チュウ								2		0		0						3		4		や丸～平 マル タイ		3		2		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		3		5		4		4		3		4

						B1401		32		27				360		371		91		83		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5				29				366		87		5		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				4		5		5						B1401		104				104				極早生 ゴク ワセ		□		□				や丸 マル				○		□				○		○				○		○				○		○				○		○				□		○				○		○				□		△				△		□				○		○				や長 ナガ								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		3		5		4		3		2		3

						B1414		30		25				379		371		118		34		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5				28				375		76		0		0				や丸 マル		4		4		4		4		4		3				4		4		2				5		5		5						B1414		91				111				早生 ワセ		□		○				や丸 マル				○		□				○		□				○		□				○		○				○		◎				□		○				□		◎				□		○				△		□				◎		○				や長 ナガ								4		4		2						3		3		や丸 マル		4		4		4		3		4		4		3		4		4		3		4		4		3		5		4		2		4		3

						R2-004		33						379				114				0																																		ERROR:#DIV/0!				33				379		114		0																																		ERROR:#DIV/0!						R2-0042)		127				113												や丸 マル				□		◎				◎		□				○		○				○		○				◎		○				×		○				△		○																														-		-		-						3						5								4						4						4		2				5				1				1

						スターラウンド		26		22				369		380		110		94		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5				24				375		102		3		0				丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		5		4				5		5		4				4		5		5						スターラウンド		122				94				早生 ワセ		◎		□				丸～や丸 マル マル				○		□				○		○				○		□				○		○				◎		◎				○		□				○		◎				□		○				□		○				○		○				や短 ミジカ								5		5		4						2		3		丸～や丸 マル マル		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		3		4		4

				注1)本表は花・野菜技術センターの試験結果による チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ																																																																																																																																																																																																								注1) 本表は花・野菜技術センターの試験結果による、「（標準）ピクセル」は評価基準として供試した チュウ ホン ヒョウ ハナ ヤサイ ギジュツ シケン ケッカ

				注2)（標準）：評価基準として供試した品種 チュウ ヒョウジュン ヒョウカ キジュン キョウシ ヒンシュ																																																																																																																																																																																																								注2) 規格内の表中数値は「（標準）ピクセル」の花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 チュウ キカクナイ ヒョウチュウ スウチ ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ
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				注1) チュウ		 花・野菜技術センターの試験結果(H29-30)による、（標）：標準品種、（参）：特性等を明確にするための参考として供試

				2)		 病害虫および著しい生理障害を除いた花蕾径11㎝以上の個体を対象とした カライ ケイ イジョウ コタイ タイショウ

				3)		 （標準）ピクセルの花蕾数(春370個/a、初夏356個/a)、花蕾重(春84㎏/a、初夏80㎏/a)をそれぞれ100とした百分率 ヒョウジュン カライ スウ ハル コ ショカ コ カライ ジュウ ハル ショカ ヒャクブンリツ

				4)		 花蕾腐敗病：発病株数/調査株数×100 ハナ ツボミ フハイ ビョウ ハツビョウ カブスウ チョウサ カブスウ

				5)		 花蕾特性：しまり[堅:5]~[ピクセル並:3]~[緩:1]、凹凸[少:5]~[ピクセル並:3]~[多:1]、粒揃い・ボリューム感[良:5]~[ﾋﾟｸｾﾙ並:3]~[不良:1]、 ハナ ツボミ トクセイ カタ ナ ユル オウトツ ショウ オオ

						　 アントシアニン[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1]、キャッツアイ[無:5]~[多:1]、茎空洞[無又は極軽:5]~[微:3]~[多:1] ナ タ

				6)		 H29年度に花蕾腐敗が多発した「BNT-107｣、｢YQQ733」、春まき作型でキャッツアイ発生が著しかった[R2-004」、初夏まき作型で
   収穫日の揃いが劣った「YQQ951」は、H30年度試験供試を中止した ネンド カライ フハイ タハツ ハル サク ガタ ハッセイ イチジル ショカ サクガタ シュウカク ニチ ソロ オト



				7)		 収穫日の揃い：ブロッコリーの花蕾肥大速度を踏まえ、連続した4日間における規格内(花蕾径8-15㎝）で収穫可能な株が占める割合
　　[指数5：全体の90％以上]、[指数４：同80-89.9％]、[指数３：同70-79.9％]、[指数２：60-69.9％]、[指数１：60％未満] カライ ヒダイ ソクド フ カノウ カブ シ ワリアイ
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				表　供試品種・系統の一斉収穫可能日数（Ｈ30） ヒョウ

				番号 バンゴウ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ				一斉収穫可能日数（日）																品質低下発生時の ハッセイ				過半数の花蕾が規格サイズに達した日 カハンスウ カライ キカク タッ ヒ		花蕾の過半数が劣化した日 カライ カハンスウ レッカ ヒ

										春まき ハル								初夏まき ショカ

								歩留まり ブド		80%以上 イジョウ		90％以上 イジョウ		100%				80%以上 イジョウ		90％以上 イジョウ		100%				花蕾径 カライ ケイ		主な症状 オモ ショウジョウ

				標準 ヒョウ		（標準）ピクセル ヒョウジュン				6		5		3				3		2		0				15㎝前 マエ		形状崩れた後に花蕾粒の肥大（粒黄化） ケイジョウ クズ ノチ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ		7/17		7/23

				共同調査 キョウドウ チョウサ		サマーポイント				7		6		4				9		6		3				15㎝超 コ		花蕾粒着色（粒黄化）後に形状崩れ カライ リュウ チャクショク リュウ オウカ ノチ ケイジョウ クズ		7/19		7/28

				共同調査 キョウドウ チョウサ		ジェットドーム				6		2		1				2		1		0				13㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒肥大（粒黄化）後に形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ キ カ ノチ ケイジョウ クズ		7/16		7/23

				1		SK9-099				9		6		5				7		5		4				18㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒着色（粒黄化）・形状崩れ リュウ ケイジョウ クズ		7/16		7/25

				2		YQQ843				5		5		4				4		2		1				13㎝前後 ゼンゴ		形状崩れ後に花蕾粒肥大（粒黄化） ケイジョウ クズ ノチ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウ カ		7/14		7/20

				3		YQQ951				5		4		3				-		-		-				15㎝前 マエ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		7/17		7/24

						R2-004				-		-		-				7		3		2

				4		スピードドーム052				2		0		0				5		3		2				13㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒肥大（粒黄化）後に形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ キ カ ノチ ケイジョウ クズ		7/14		7/21

				5		B1401				4		4		2				5		5		2				15㎝前 マエ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		7/15		7/23

				6		B1414				4		4		2				6		4		1				13㎝超 コ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		7/18		7/24

				7		スターラウンド				5		5		4				7		4		3				15㎝前 マエ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		7/17		7/25



								注1) 調査した株全体の80％以上、90％以上、100％の花蕾が規格内サイズで収穫可能な連続日数。 チュウ チョウサ カブ イジョウ レンゾク ニッスウ

								注2) 規格内サイズに達した後、花蕾形状の崩れやブラウンビーズ発生等により品質が低下した花蕾は除外した。 チュウ キカク ナイ タッ ノチ ハナ ツボミ ケイジョウ クズ ハッセイ ナド ヒンシツ テイカ ハナ ツボミ ジョガイ











				番号 バンゴウ		品種・系統名 ヒンシュ ケイトウ メイ		規格内サイズ一斉収穫可能日数（日） キカクナイ イッセイ シュウカク カノウ ニッスウ ニチ																		品質低下発生時の ハッセイ				過半数の花蕾が規格サイズに達した日 カハンスウ カライ キカク タッ ヒ		花蕾の過半数が劣化した日 カライ カハンスウ レッカ ヒ

								収穫率 シュウカク リツ		100%				90%以上 イジョウ						80%以上 イジョウ						花蕾径 カライ ケイ		主な症状 オモ ショウジョウ

				標準 ヒョウ		ピクセル				0				2						3						12㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		9/13		9/19

				共同調査 キョウドウ チョウサ		サマーポイント				3				6						9						16㎝超 コ		形状崩れ		9/26		10/10以降 イコウ

				共同調査 キョウドウ チョウサ		ジェットドーム				0				1						2						12㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		9/7		9/12

				1		SK9-099				4				5						7						13㎝超 コ		形状崩れ後に花蕾粒着色（粒黄化） ケイジョウ クズ アト カライ リュウ チャクショク リュウ オウカ		9/15		9/24

				2		YQQ843				1				2						4						13㎝前後 ゼンゴ		形状崩れ後に花蕾粒着色（粒黄化） ケイジョウ クズ アト カライ リュウ チャクショク リュウ オウカ		9/7		9/17

				3		R2-004				2				3						7						15㎝超 コ		形状崩れ		9/13		9/23

				4		スピードドーム052				2				3						5						12㎝超 コ		花蕾粒肥大（粒黄化）後に形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ アト ケイジョウ クズ		9/7		9/14

				5		B1401				2				5						5						13㎝超 コ		花蕾粒肥大（粒黄化）後に形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ アト ケイジョウ クズ		9/6		9/14

				6		B1414				1				4						6						13㎝超 コ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		9/9		9/16

				7		スターラウンド				3				4						7						14㎝前後 ゼンゴ		花蕾粒肥大（粒黄化）・形状崩れ カライ リュウ ヒダイ リュウ オウカ ケイジョウ クズ		9/13		9/22
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