
百想園・朝里川遊歩道

サクラ樹木札　一覧

2021年3月作成
小樽・朝里のまちづくりの会　花部会



朝里川遊歩道に植栽された、サクラとモモ　31種
サクラ野生種■ 大山桜、大島桜、霞桜、千島桜、小彼岸、上溝桜
サトザクラ■ 天の川、一葉、糸括、関山、菊枝垂、兼六園菊桜、紅華、御殿場桜、染井吉野

泰山府君、大漁桜、福禄寿、普賢象、冬桜、紅豊、雅、八重紅大島、八重紅枝垂、
八重紅彼岸、八重山古志、楊貴妃、陽光

ハナモモ■ 源平枝垂桃、オヒョウ桃、矢口桃

凡例
開花期　 開花期は2020年の小樽市朝里川周辺を基準とする

　 早咲き：4月下旬～5月上旬　　中咲き：5月上旬～5月中旬　　遅咲き：5月中旬～5月下旬
花形　　 一重咲、一重・八重咲、半八重咲、八重咲、菊咲、菊咲（段咲）
花経　　 小輪：2.5cm以下　　中輪：2.5～3.5cm　　大輪：3.5～6cm
樹高　　 低木：3m以下　　亜高木：3～8m　　高木：8m以上

写真 画像は、主に朝里川遊歩道と百想園にて撮影
紅華・大漁桜・八重紅大島の3種は宏楽園ホテル庭園にて撮影
冬桜は「日本花の会」のウェブサイト「桜図鑑」から転載

参考資料　 松前町「松前さくら図鑑／松前公園管理読本」
財団法人日本花の会・ウェブサイト「桜図鑑」　http://www.hananokai.or.jp/sakura-zukan/
藤原隆之 著「このはなさくや図鑑　～美しい日本の桜～」全3巻



H-258 早咲き (4月末～5月上旬) H-257 早咲き (4月末～5月上旬)
花弁数 ５枚　一重咲 花弁数 ５枚　一重咲
花　色 淡紅色～紅紫色 花　色 淡紅色～紅紫色
花　経 3～4.5cm　中～大輪 花　経 3～4.5cm　中～大輪
樹　形 広卵状～盃状　高木 樹　形 広卵状～盃状　高木

H-256 早咲き (4月末～5月上旬) H-255 早咲き (4月末～5月上旬)
花弁数 ５枚　一重咲 花弁数 ５枚　一重咲
花　色 淡紅色～紅紫色 花　色 淡紅色～紅紫色
花　経 3～4.5cm　中～大輪 花　経 3～4.5cm　中～大輪
樹　形 広卵状～盃状　高木 樹　形 広卵状～盃状　高木

　大 山 桜（オオヤマ・エゾヤマザクラ） 　大 山 桜（オオヤマ・エゾヤマザクラ）
Cerasus sargentii var.sargentii Cerasus sargentii var.sargentii

北海道、本州、四国の冷温帯に分
布する野生種。個体差があり朝里
川遊歩道内でも多様性が見られ
る。小樽・朝里のまちづくりの会
は2002年より朝里川沿いに200本
以上を植樹している。

蝦夷山桜・紅山桜の名もある野生
種。萼筒は鐘形、花柄はごく短く
花芽の鱗片が粘る。小花柄・葉柄
は無毛。成木の葉裏面が白色を帯
び、縁は単鋸歯で低く上向き。黒
紫色の実がつく。

　大 山 桜（オオヤマ・エゾヤマザクラ） 　大 山 桜（オオヤマ・エゾヤマザクラ）
Cerasus sargentii var.sargentii Cerasus sargentii var.sargentii

北海道、本州、四国の冷温帯に分
布する野生種。蝦夷山桜・紅山桜
とも呼ばれる。鱗片が粘るのが特
徴。花色や各部の大きさ、開花期
にかなりの個体差があり、朝里川
遊歩道内でも多様性が見られる。

蝦夷山桜・紅山桜の名もある野生
種。萼筒は鐘形、花柄はごく短く
花芽の鱗片が粘る。小花柄・葉柄
は無毛。成木の葉裏面が白色を帯
び、縁は単鋸歯で低く上向き。黒
紫色の実がつく。



H-254 早咲き (4月末～5月上旬) A-388 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 ５枚　一重咲 花弁数 35～40枚　八重咲
花　色 淡紅色～紅紫色 花　色 紅色～濃紅色
花　経 3～4.5cm　中～大輪 花　経 5～5.6cm　大輪
樹　形 広卵状～盃状　高木 樹　形 盃状　亜高木

A-356 中咲き（5月上旬～中旬） B-346 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 15～18枚　八重咲 花弁数 八重咲き
花　色 濃紅色 花　色 ピンク色
花　経 4.8～5cm　大輪 花　経 2～2.5cm
樹　形 広卵状　亜高木 樹　形 低木

　紅　豊（ベニユタカ） オヒョウ桃（シベリア桜）
Cerasus × sieboldii ‘Beni-yutaka’ Prunnus persica

1961年浅利政俊氏作出。松前公
園の南殿(血脈桜)と龍雲院紅八重
の交配品種。百想園には2004年
に植えられた3本がある。花は脈
に沿って特に紅色が濃い。強健で
花付きも良い。

名前は葉がニレ科のオヒョウに似
ていることから。シベリアザクラ
の別名があるが、桜ではなくシベ
リアにも自生していない。中国北
部原産で寒さに強く、日当たりを
好む。

　大 山 桜（オオヤマ・エゾヤマザクラ） 　紅　華（コウカ）
Cerasus sargentii var.sargentii Cerasus serrulata ‘Kouka’

北海道、本州、四国の冷温帯に分
布する野生種。個体差があり朝里
川遊歩道内でも多様性が見られ
る。小樽・朝里のまちづくりの会
は2002年より朝里川沿いに200本
以上を植樹している。

1965年浅利政俊氏作出の松前育
成品種。花の形や色から命名。糸
括が母、里桜(大山桜系)が父の交
配種。葉は開花と同時に展葉。開
花期間が長く美しい八重桜。画像
は宏楽園にて撮影。



B-358 遅咲き（5月中旬～） C-380 早咲き (4月末～5月上旬)
花弁数 28～33枚　八重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 濃紅色 花　色 白色～極淡紅色
花　経 4.5～5.5cm　大輪 花　経 1.5～2.5cm　小輪
樹　形 盃状　高木 樹　形 盃状　低木

C-340 中咲き（5月上旬～中旬） C-336 中咲き（5月上旬～下旬）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 紅色 花　色 淡紅色
花　経 4～4.5cm　大輪 花　経 3～3.5cm　中輪
樹　形 広卵状　高木 樹　形 広卵状　低木

　陽　光（ヨウコウ） 　御 殿 場 桜（ゴテンバザクラ）
Cerasus ‘Yokou’ Cerasus ‘Gotenba-zakura’

天城吉野に寒緋桜の交配で愛媛県
の高岡正明氏が作出1981年品種
登録。萼筒は筒状鐘形、小花柄に
は開出毛がある。花は下向きに咲
き、花弁は脈がはっきりと出て、
しわが多い。結実する。

静岡県御殿場市で栽培されている
のを渡辺健治氏が発見。豆桜と他
種の雑種と推定される。多花性で
挿し木も容易なので、盆栽や生垣
にも用いられる。花期が長く当園
では5月下旬まで花があった。

　関　山（カンザン） 　千 島 桜（チシマザクラ）
Cerasus serrulata ‘Kanzan’ Cerasus nipponica var. kurilensis

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。朝里川遊歩道に80本程植えら
れ5月中旬以降に濃いピンク色の
並木となる。花色と生育の良さで
海外でも広く栽培される。塩漬け
された花は桜湯に用いられる。

北海道、サハリン、千島列島に分
布する野生種。葉や小花柄、萼筒
などに毛がありタカネザクラの変
種とされる。萼筒は鐘形、萼片は
三角形で鋸歯がある。大山桜より
早く開花し、実は上向きにつく。



D-326 遅咲き（5月中旬～） D-329 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 15～20枚　八重咲 花弁数 7～12枚　半八重咲
花　色 淡紅色 花　色 紅紫色
花　経 4.5～5cm　大輪 花　経 3～3.5cm　中輪
樹　形 広卵状　亜高木 樹　形 傘状

E-342 遅咲き（5月中旬～） E-389 早咲き (4月末～5月上旬)
花弁数 15～20枚　八重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 淡紅色 花　色 白色
花　経 4.5～5cm　大輪 花　経 3～3.5cm　中輪
樹　形 広卵状　亜高木 樹　形 傘状　亜高木

　福 禄 寿（フクロクジュ） 　冬　桜（フユザクラ）
Cerasus serrulata ‘Contorta’ Cerasus × parvifolia ‘Fuyu-zakura’

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。葉は開花と同時に展葉し、若
葉は帯茶色。尾状鋭尖・楕円形の
葉で、単鋸歯の先は尖り腺があ
る。雌しべは正常なもの1本と奇
形が混じり、結実しない。

学名の parvifolia は「小形の葉」
を意味し小葉桜の別名がある。豆
桜と里桜または山桜との雑種と推
定さる。二季咲き性で道南の松前
では10月中旬～11月にも咲く。

　福 禄 寿（フクロクジュ） 　八重山古志（ヤエヤマコシ）
Cerasus serrulata ‘Contorta’ Cerasus ‘Yae-yamakoshi’

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。学名の Contorta は「ねじれ
た」の意味で、花弁に波打つよう
なシワがあり不規則にねじれるこ
とに由来する。萼筒は太い鐘形か
ら漏斗形に近い。

新潟県長岡市山古志にあったサク
ラで、中越地震後消滅したと考え
られていたが、愛好家が保存して
いたものが普及した。萼筒は長鐘
形で小花柄に開出毛あり。正常な
雌しべが1本あり、結実する。



E-339 遅咲き（5月中旬～） E-390 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 36～40枚　八重咲 花弁数 22～25枚　八重咲
花　色 淡紅色 花　色 淡紅白色
花　経 4.5～5.5cm　大輪 花　経 4.5～5cm　大輪
樹　形 　傘状　高木 樹　形 広卵状　高木

E-337 遅咲き（5月中旬～） E-386 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 15～17枚　八重咲 花弁数 20～30枚　八重咲
花　色 極淡紅色 花　色 淡紅色
花　経 3～3.5cm　中輪 花　経 4～4.5cm　大輪
樹　形 箒状　亜高木 樹　形 広卵状　高木

　天 の 川（アマノガワ） 　八重紅大島（ヤエベニオオシマ）
Cerasus serrulata ‘Erecta’ Cerasus speciosa ‘Yaebeni-ohshima’

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。学名の Erecta は「真っ直ぐ
な」の意味で、枝が上向きに伸び
円柱状の樹形になるのが特徴。開
花に少し遅れて展葉する若葉の緑
も美しい。果実も上向きにつく。

大島桜の花弁が八重化し淡紅色に
変化した品種で、大島桜と里桜の
交雑種という説もある。花の中心
花弁が、ねじれ立つようにつく。
大島桜と同様に潮風に強い性質。
画像は宏楽園にて撮影。

　普 賢 象（フゲンゾウ） 　一　葉（イチヨウ）
Cerasus serrulata ‘Albo-rosea’ Cerasus serrulata ‘Hisakura’

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。室町時代から知られ、葉化し
た2本の雌しべの先端が曲がって
いる様が普賢菩薩が乗る象の鼻に
似ていることが命名の由来。若芽
は帯茶色。実はつかない。

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。1葉化した1本の雌しべが突き
出て目立つのでこの名がついた。
黄緑色の若葉は開花後に展葉、花
は始め薄紅色でやがて縁にピンク
が残る白色になる。



E-328 遅咲き（5月中旬～） G-357 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 100～170枚 菊咲 段咲 花弁数 15～18枚　八重咲
花　色 淡紅色 花　色 濃紅色
花　経 3.5～4cm　大輪 花　経 4.8～5cm　大輪
樹　形 広卵状　亜高木 樹　形 広卵状　亜高木

G-344 中咲き（5月上旬～中旬） G-387 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 70～100枚　菊咲 花弁数 35～40枚　八重咲
花　色 淡紅色～紅色 花　色 紅色～濃紅色
花　経 3.5～4cm　大輪 花　経 5～5.6cm　大輪
樹　形 枝垂れ状　亜高木 樹　形 盃状　亜高木

　菊 枝 垂（キクシダレ） 　紅　華（コウカ）
Cerasus serrulata ‘Plena-pendula’ Cerasus serrulata ‘Kouka’

サトザクラ類では珍しい枝垂れ性
の菊咲き古品種。葉の鋸歯が荒く
無毛の葉柄は上部から中部に複数
の蜜腺がある。萼筒は短い漏斗
形、萼片には副萼片が生じる。雌
しべは葉化し、結実しない。

1965年浅利政俊氏作出の松前育
成品種。花の形や色から命名。糸
括が母、里桜(大山桜系)が父の交
配種。葉は開花と同時に展葉。開
花期間が長く美しい八重桜。画像
は宏楽園にて撮影。

　兼六園菊桜（ケンロクエンキクザクラ） 　紅　豊（ベニユタカ）
Cerasus serrulata ‘Sphaerantha’ Cerasus × sieboldii ‘Beni-yutaka’

当園内では最も遅咲き。開花前に
若葉が展葉する。花弁は薄く痛み
やすい。二段の菊咲で花は球形。
外の一段目は淡紅色、中心の二段
目が口紅のように赤い。原木は金
沢市・兼六園にあった。

1961年浅利政俊氏作出。紅色豊
かな重弁の桜となったことから命
名された。百想園には2004年に
植えられた3本があり、早咲きの
大山桜に代わって堂々と咲き誇る
姿が印象的。



G-341 中咲き（5月上旬～中旬） G-343 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 濃紅紫色 花　色 白色
花　経 3～3.5cm　中輪 花　経 4～4.5cm　大輪
樹　形 傘状　亜高木 樹　形 傘状　高木

G-335 遅咲き（5月中旬～） G-382 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 八重咲 花弁数 15～20枚　八重咲
花　色 赤色　白色　斑入り 花　色 淡紅色
花　経 2.5～3cm 花　経 3.5～4.5cm　大輪
樹　形 傘状・枝垂れ性 樹　形 盃状　亜高木

　源平枝垂桃（ゲンペイシダレモモ） 　楊 貴 妃（ヨウキヒ）
Prunnus persica Cerasus serrulata ‘Mollis’

江戸時代からあるモモの品種で、
赤と白や斑入りの三色が、競い合
うように咲くさまが、源平の合戦
のようだということから名付けら
れた。

東京の荒川堤で栽培されていた
桜。江戸時代の文献にも名前があ
る古品種。学名の Mollis は「柔ら
かい」の意味で、羽二重のような
花弁は波打つ。帯茶色の若葉は開
花前に展葉。果実は良くつく。

　雅（ミヤビ） 　大 島 桜（オオシマザクラ）
Cerasus ‘Miyabi’ Cerasus speciosa

埼玉植物園からプリンセス雅とし
て販売された品種。県内で実生選
抜された寒緋桜との他種間雑種と
推定される。楕円形の花弁は下向
きに半分だけ開くように咲く。花
付き良く、比較的長く咲く。

伊豆諸島に分布する野生種で、葉
や花が大きく、芳香の有無や形
態、開花期などに多くの変異がみ
られる。他の桜との交雑によって
生じた品種が多数ある。塩漬けに
した葉は桜餅に用いられる。



383 遅咲き（5月中旬～） 381 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 15～20枚　八重咲 花弁数 15～20枚　八重咲
花　色 淡紅色 花　色 淡紅色
花　経 3.5～4.5cm　大輪 花　経 3.5～4.5cm　大輪
樹　形 盃状　亜高木 樹　形 盃状　亜高木

F-361 遅咲き（5月中旬～） F-360 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 28～33枚　八重咲 花弁数 28～33枚　八重咲
花　色 濃紅色 花　色 濃紅色
花　経 4.5～5.5cm　大輪 花　経 4.5～5.5cm　大輪
樹　形 盃状　高木 樹　形 盃状　高木

　関　山（カンザン） 　関　山（カンザン）
Cerasus serrulata ‘Kanzan’ Cerasus serrulata ‘Kanzan’

東京の荒川堤で栽培されていた品
種。萼筒は漏斗形、萼片は長三角
形。小花柄、葉柄共に無毛。花弁
の形は楕円形で、内弁はうねるよ
うにたつ。雌しべは葉化したもの
が1～2本あり、結実しない。

東京の荒川堤の桜で古くから知ら
れ里桜の代表品種。朝里川遊歩道
に80本程植えられ、5月中旬以降
に枝いっぱいに花をつけ濃いピン
ク色の並木となる。葉は開花後に
展葉、若葉は帯茶色。

　楊 貴 妃（ヨウキヒ） 　楊 貴 妃（ヨウキヒ）
Cerasus serrulata ‘Mollis’ Cerasus serrulata ‘Mollis’

東京の荒川堤で栽培されていた
桜。江戸時代の文献にも名前があ
る古品種。学名の Mollis は「柔ら
かい」の意味で、羽二重のような
花弁は波打つ。帯茶色の若葉は開
花前に展葉。果実は良くつく。

東京の荒川堤で栽培されていた
桜。江戸時代の文献にも名前があ
る古品種。学名の Mollis は「柔ら
かい」の意味で、羽二重のような
花弁は波打つ。帯茶色の若葉は開
花前に展葉。果実は良くつく。



F-359 中咲き（5月上旬～中旬） F-351 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 15～18枚　八重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 濃紅色 花　色 淡紅色
花　経 4.8～5cm　大輪 花　経 2.5～3.5cm　中輪
樹　形 広卵状　亜高木 樹　形 傘状　高木

F-347 中咲き（5月上旬～中旬） F-349 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 淡紅色 花　色 淡紅色
花　経 2.5～3.5cm　中輪 花　経 2.5～3.5cm　中輪
樹　形 傘状　高木 樹　形 傘状　高木

　紅　豊（ベニユタカ） 　大 漁 桜（タイリョウザクラ）
Cerasus × sieboldii ‘Beni-yutaka’ Cerasus × kanzakura ‘Tairyo-zakura’

1961年浅利政俊氏作出。松前公
園の南殿(血脈桜)と龍雲院紅八重
の交配品種。花は脈に沿って特に
紅色が濃い。強健で花付きも良
く、その美しさが愛好され広く栽
培されている。

原木は熱海市の網代漁業組合の網
干場にあり鯛の色に似た花色から
命名。早咲きの大島桜と寒緋桜か
ら角田春彦氏が作出。花弁は縁が
色濃く、先端は切れ込みが深い。
画像は宏楽園にて撮影。

　大 漁 桜（タイリョウザクラ） 　大 漁 桜（タイリョウザクラ）
Cerasus × kanzakura ‘Tairyo-zakura’ Cerasus × kanzakura ‘Tairyo-zakura’

原木は熱海市の網代漁業組合の網
干場にあり鯛の色に似た花色から
命名。早咲きの大島桜と寒緋桜か
ら角田春彦氏が作出。花弁は縁が
色濃く、先端は切れ込みが深い。
画像は宏楽園にて撮影。

原木は熱海市の網代漁業組合の網
干場にあり鯛の色に似た花色から
命名。早咲きの大島桜と寒緋桜か
ら角田春彦氏が作出。花弁は縁が
色濃く、先端は切れ込みが深い。
画像は宏楽園にて撮影。



F-327 中咲き（5月上旬～中旬） F-325 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 20～29枚　八重咲 花弁数 10～20枚　八重咲
花　色 紅紫色 花　色 淡紅色
花　経 2～2.5cm　小輪 花　経 2.5～3cm　中輪
樹　形 枝垂れ状　高木 樹　形 箒状　亜高木

287 遅咲き（5月中旬～） 181 遅咲き（5月中旬～）
花弁数 15～16枚　八重咲 花弁数 40～60枚　八重咲
花　色 淡紅色 花　色 淡紅色
花　経 4～4.5cm　大輪 花　経 3～3.5cm　中輪
樹　形 盃状　亜高木 樹　形 箒状　亜高木

東京の荒川堤で栽培されていた品
種で江戸時代から知られる。小花
柄が長く花束のように見えるので
この名がついた。朝里川遊歩道で
は関山より数日早く開花する。花
に香りがあり、果実がつく。

江戸時代から知られる古品種。朝
里川遊歩道に6本が点在する。開
花前に葉が展葉し遅咲きなので見
逃しがちだが、花の中心に薄紅を
残しながら白く変化する小菊のよ
うな花は愛らしい。

　八重紅枝垂（ヤエベニシダレ） 　八重紅彼岸（ヤエベニヒガン）
Cerasus spachiana ‘Plena-Rosea’ Cerasus × subhirtella ‘Yaebeni-higan’

エドヒガンの枝垂れ八重咲きで、
江戸時代からある古品種。平安神
宮に献上され京都の社寺に多いこ
とで別名「平安紅枝垂」。萼筒は
壺型、小花柄と葉柄は有毛。宏楽
園玄関前の銘木は壮観。

江戸彼岸と豆桜の雑種と推定され
るコヒガン系の八重咲き品種。小
花柄と葉柄に毛があり、萼筒は直
線部が長い壺形、顎偏位は鋸歯が
ある。雌しべは正常なものが1～2
本、雄しべより長く突き出る。

　糸　括（イトククリ） 　泰 山 府 君（タイザンフクン）
Cerasus serrulata ‘Fasciculata’ Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’



225K 中咲き（5月上旬～中旬） 186 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 淡紅色 花　色 淡紅色
花　経 2～2.5cm　小輪 花　経 2～2.5cm　小輪
樹　形 盃状　亜高木 樹　形 盃状　亜高木

224K 中咲き（5月上旬～中旬） 190K 早咲き (4月末～5月上旬)
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 淡紅色 花　色 白色～極淡紅色
花　経 2～2.5cm　小輪 花　経 1.5～2.5cm　小輪
樹　形 盃状　亜高木 樹　形 盃状　低木

北海道、サハリン、千島列島に分
布する野生種。葉や小花柄、萼筒
などに毛がありタカネザクラの変
種とされる。萼筒は鐘形、萼片は
三角形で鋸歯がある。大山桜より
早く開花し、実は上向きにつく。

　小 彼 岸（コヒガン） 　千 島 桜（チシマザクラ）
Cerasus subhirtella Cerasus nipponica var. kurilensis

朝里川遊歩道に7本、そのうちの3
本は文学碑の側にある。葉は開花
より後に展葉するので、花は小粒
だが、枝いっぱいに咲く姿は光を
放つかのように明るい。萼筒は壺
型、萼片に鋸歯がある。

　小 彼 岸（コヒガン） 　小 彼 岸（コヒガン）
Cerasus subhirtella Cerasus subhirtella

江戸彼岸と豆桜の雑種と推定され
るもので、個体によって花色や花
の大きさなどに変異がみられる。
大木にならないので小庭園に向く
ほか、切り花用としても広く栽培
されている。

朝里川遊歩道に7本、そのうちの4
本は文学碑の側にある。葉は開花
より後に展葉するので、花は小粒
だが、枝いっぱいに咲く姿は光を
放つかのように明るい。小花柄と
葉柄・葉裏の脈に伏毛がある。



143 中咲き（5月上旬～中旬） 69 中咲き（5月上旬～中旬）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲
花　色 白色 花　色 淡紅色
花　経 2.5～3.5cm　中輪 花　経 3～3.5cm　中輪
樹　形 盃状　高木 樹　形 盃状　高木

南会館 早咲き (4月末～5月上旬) U 超遅咲き（5月下旬）
花弁数 5枚　一重咲 花弁数 5枚　一重咲（房状）
花　色 淡紅色～白色 花　色 白色
花　経 3～3.5cm　中輪 花　経 1cm　小輪
樹　形 傘状　高木 樹　形 広卵状　高木

　染 井 吉 野（ソメイヨシノ） 　上 溝 桜（ウワミズザクラ）
Cerasus × yedoensis ‘Somei-yoshino’ Padus grayana（バラ科ウワミズザクラ属）

江戸時代末期に江戸染井村(現東京
都豊島区)の植木屋が「吉野桜」と
して売り出したと伝わる。大島桜
と江戸彼岸の雑種と推定され接ぎ
木で栽培される。宏楽園の庭園に
見事な並木がある。

関山が散り始める頃、朝里川遊歩
道に植えられた30本の上溝桜が甘
い香りを放って一斉に咲く。10セ
ンチ程の花房は白い小花から長い
雄しべが突き出してブラシ状に。
赤い実は果実酒にもなる。

　霞　桜（カスミザクラ） カスミザクラ×オオヤマザクラ
Cerasus leveilleana Cerasus leveilleana × Cerasus sargentii

北海道南部、本州、四国に分布す
る野生種。大山桜が散る頃に咲き
出す。葉も同時に展葉し、新葉は
緑色で大山桜より小さく卵型。葉
柄と小花柄は有毛。花は高い枝先
に多く、霞のように見える。

開花期が遅く小花柄・葉柄に毛が
あるのは霞桜、花色が赤く鱗片に
少し粘りを感じるのは大山桜と、
両種の中間的特徴を持つ交雑種は
多い。松前の龍雲院の「蝦夷霞
桜」は樹齢100年を超す銘木。
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