
No 賞　の　名　称 品種名 色 種類 支部名 氏名 郵便番号 住所

1 農林水産大臣賞 万華鏡 複色 輪 静岡西部 興津州一 422-8046 静岡市駿河区中島1185-1

2 生産局長賞 アマダ＋ 赤 輪 佐賀 島　俊哉 840-0855 佐賀市昭栄町1-12

3 栃木県知事賞 ダーシー ピンク 輪 滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

4 関東農政局長賞 ブロッサムピンク ピンク 輪 奈良 吉本利郎 632-0004 天理市櫟本町2388

5 栃木県議会議長賞 Ｍ－アンジュール ピンク SP 大分  （有）メルヘンローズ　小畑和敏 879-4405 玖珠郡玖珠町大字岩室1376

6 日本放送協会長賞 グリーンアイス グリーン SP 群馬 横堀茂雄 371-0122 前橋市小坂子町1911-3

7 （財）日本花普及センター会長賞 タージマハル！ ピンク 輪 奈良 奥田兼一 636-0936 生駒郡平群町福貴232

8 （社）日本花き生産協会長賞 ショウゴエレガン ピンク 輪 奈良 藤枝　仁 636-0936 生駒郡平群町福貴234

9 （一社）日本花き卸売市場協会長賞 プリンセステンコー ピンク 輪 滋賀 大井慎太郎 524-0103 守山市洲本町1917

10 （社）日本生花商協会長賞 カンパネラスター 黄色 輪 埼玉 内田紀雄 350-0021 川越市大中居69

11 （一社）日本生花通信配達協会長賞 モンテビアンコ オレンジ 輪 群馬 吉田高一 379-2161 前橋市富田町801

12 （公社）日本フラワーデザイナー協会理事長賞 トゥールーズロートレック 黄色 輪 神奈川 横山猛 254-0002 平塚市横内3053

13 （株）ディノス賞 グランシェ クリーム 輪 群馬 田村啓 379-1205 利根郡昭和村貝野瀬577

14 全国農業協同組合連合会経営管理委員会長賞 エーデルワイス ピンク 輪 埼玉 北川純一 362-0003 上尾市菅谷81-8

15 全国農業協同組合連合会栃木県本部運営委員会長賞 ザ・テレサ ピンク 輪 東京 簑口弘一 195-0064 町田市小野路町4053

16 （一社）とちぎ農産物マーケティング協会長賞 マニエルノワール 複色 輪 群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２

17 栃木県農業協同組合中央会長賞 ピスカップ 黄色 SP 栃木 前原賢一 329-0417 下野市国分41

18 関西生花市場共同組合理事長賞 サムライ０８ 赤 輪 静岡西部 大場堅司 436-0115 掛川市吉岡474-2

19 東京都花き市場協同組合理事長賞 アバランチェ 白 輪 滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

20 （社）園芸文化協会長賞 レッドエレガンス 赤 輪 山形 安彦　健一 999-5206 最上郡鮭川村大字曲川７７１

21 （公財）日本ばら会長賞 ルピアナ グリーン SP 奈良 上西通夫 634-0051 橿原市白橿町7-24-6

22 （株）宇都宮花き賞 ライム グリーン 輪 埼玉 田中基義 339-0076 さいたま市岩槻区平林寺806-7

23 （株）花卉園芸新聞社賞 ファンファール 赤 SP 群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２

24 （株）誠文堂新光社賞 ヴェラヴィータ＋ ピンク 輪 奈良 藤枝　仁 636-0936 生駒郡平群町福貴234

25 （株）エンターブレイン花時間編集長賞 レディチャペル ピンク 輪 群馬 吉田高一 379-2161 前橋市富田町801

26 （株）ファーストワン社賞 フェアリーテール ピンク SP 埼玉 田中基義 339-0076 さいたま市岩槻区平林寺806-7

27 日本ばら切花協会長賞 Ｍ－ティーパーティー ピンク 輪 大分  （有）メルヘンローズ小畑和敏 879-4405 玖珠郡玖珠町大字岩室1376

第５６回日本ばら切花品評会特別賞一覧表



第56回　日本ばら切花品評会　優良賞受賞一覧

支所名 氏名 郵便 住所 品種 色 輪・SP
茨城 滝澤学 307-0021 結城市上山川1758-1 アマダ+ 赤 輪
茨城 廣岡章弘 309-1111 筑西市上星谷159－１ ファンシーローラ ピンク SP
茨城 廣岡章弘 309-1111 筑西市上星谷159－１ ロイヤルウエディング ピンク 輪
茨城 廣岡章弘 309-1111 筑西市上星谷159－１ フリューレット 複色 SP
栃木 横山貴一 320-0856 宇都宮市砥上町229 タージマハル ピンク 輪
栃木 加藤哲男 320-0851 宇都宮市鶴田町396 サフィーア ピンク 輪
栃木 石川智 323-0069 小山市上初田1114 ピンクダイヤモンド ピンク 輪
栃木 山口鶴千代 329-0524 河内郡上三川町多功2286 オレンジロマンチカ オレンジ 輪
栃木 大森隆則 329-3225 那須郡那須町大字豊原丙2927 ライトニング 黄色 輪
栃木 近藤秀行 329-0417 下野市国分寺1404-19 スウィートアバランチェ ピンク 輪
栃木 大塚幸八 328-0111 栃木市都賀町家中485 メモリー ピンク 輪
栃木 田辺成洋 321-0237 下都賀郡壬生町下稲葉1218 タイタニック ピンク 輪
栃木 大森隆則 329-3225 那須郡那須町大字豊原丙2927 アミティエ＋ オレンジ 輪
栃木 加藤哲男 320-0851 宇都宮市鶴田町394 オートクチュール 白 輪
群馬 田村三代子 379-1202 利根郡昭和村貝野瀬577 ミシェル 黄色 輪
群馬 井上秀一 379-2161 前橋市富田町1312-1 マ・シェリ＋ 赤 輪
群馬 大澤圭介 379-2161 前橋市富田町718 ライトニング 黄色 輪
群馬 吉原一夫 379-2161 前橋市富田町1670－1 サムライ08 赤 輪
群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２ ファーストエディション 赤 輪
群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２ ウィステリアーシュ ピンク SP
群馬 角田信一郎 379-2134 前橋市力丸町138-1 ドルチェヴィータ 複色 輪
群馬 山本敏彦 371-0121 前橋市金丸町121 ファンファール 赤 SP
群馬 清水三郎 371-0121 前橋市金丸町77 クリーミーエデン 白 SP
群馬 星野裕治 379-1122 渋川市赤城町勝保沢362-5 ショウゴエレガン ピンク 輪
群馬 櫻井新太郎 376-0013 桐生市広沢町3-3528 テナチュール 茶 輪
群馬 小倉佐行 374-0022 館林市加法師町10-７ サントワマミー ピンク SP
群馬 小倉佐行 374-0022 館林市加法師町10-７ コメットブルー 紫 SP
群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２ ザテレサ ピンク 輪
群馬 大谷伸二 371-0051 前橋市上細井町８７７－２ ブラッドオレンジ オレンジ 輪
埼玉 上原正吉 351-0115 和光市新倉３－５－１８ ヴェラヴィータ＋ ピンク 輪
埼玉 町田静吾 350-0106 比企郡川島町上小見野536 ボヌール ピンク 輪
埼玉 中野栄寿 330-0811 さいたま市見沼区膝子595-1 スウィートアバランチェ＋ ピンク 輪
東京 簑口弘一 195-0064 町田市小野路町4053 ローテローゼ 赤 輪
東京 簑口弘一 195-0064 町田市小野路町4053 ノブレス ピンク 輪



東京 簑口弘一 195-0064 町田市小野路町4053 カルビデューム オレンジ 輪
東京 宮本泰明 195-0064 町田市小野路町1150 ブルーミルフィーユ 紫 輪
神奈川 横山猛 254-0002 平塚市横内3053 レッドインテューション 複色 輪
神奈川 渋谷真一 259-1201 平塚市南金目1375-1ﾒｿﾞﾝﾇｰﾍﾞﾙ203 マルシア 白 輪
静岡東部 芹澤直己 412-0041 御殿場市茱萸沢518 シェドゥーブル 白 輪
静岡東部 芹澤直己 412-0041 御殿場市茱萸沢518 ザ　テレサ ピンク 輪
静岡西部 大場宏基 436-0115 掛川市吉岡891-3 シランス 紫 SP
静岡西部 広住喜宏 439-0031 菊川市下内田2765 ミリオンローズ 赤 輪
静岡西部 永田千秋 421-1124 藤枝市岡部町村良336 レッドエレガンス 赤 輪
愛知 小野田賢雅 441-8116 豊橋市高田町字高田17 サフィーア ピンク 輪
愛知 園部道生 441-3302 豊橋市杉山町字下泉6 エロス 赤 輪
愛知 川合由之 441-3106 愛知県豊橋市中原町東荒神115 フェリーク ピンク SP
愛知 磯田雅直 441-3302 豊橋市杉山町字切畑1 フレアー 黄色 SP
愛知 鈴木康彦 441-3403 田原市浦町深堀12 チョコチーノ 茶 SP
愛知 川合由之 441-3106 愛知県豊橋市中原町東荒神115 カモフラージュ 茶 輪
三重 藤原徹也 515-0505 伊勢市西豊浜町747-1 アヴァランチェ 白 輪
三重 野中穂積 519-0502 伊勢市小俣町相合1110 ブロッサムピンク ピンク 輪
滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292 ミランダ ピンク 輪
滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292 ジュリエット その他 輪
滋賀 國枝武夫 524-0045 守山市十二里町長田531 ヴァーグ＋ 赤 輪
滋賀 田淵博 524-0215 守山市幸津川町2835-32 ティナチュール 茶 輪
滋賀 大井慎太郎 524-0103 守山市洲本町1917 ラブリーファンデーション ピンク 輪
奈良 奥田兼一 636-0936 生駒郡平群町福貴232 オークランド オレンジ 輪
奈良 己波秀貴 636-0925 生駒郡平群町越木塚782 アバランチェ＋ 白 輪
奈良 藤枝　仁 636-0936 生駒郡平群町福貴234 ロマンティックアンティーク ピンク 輪
奈良 藤枝　仁 636-0936 生駒郡平群町福貴234 スウィートアバランチェ＋ ピンク 輪
奈良 谷田昌信 636-0925 生駒郡平群町越木塚695 オール４ラブ ピンク 輪
奈良 谷田昌信 636-0925 生駒郡平群町越木塚695 ブロッサムピンク ピンク 輪
広島 小滝正則 737-2302 江田島市能美町鹿川2271 プリンセスメグ ピンク 輪
佐賀 竹岸康孝 849-1602 藤津郡太良町大字多良6480-1 ラブリーリディア ピンク SP
長崎 辻尾浩樹 851-3509 西海市西海町横瀬郷2693-1 アマダ 赤 輪

大分
（有）メルヘンローズ
小畑和敏

879-4405 玖珠郡玖珠町大字岩室1376 Ｍ－ヴィンテージピンク ピンク SP

大分
（有）メルヘンローズ
小畑和敏

879-4405 玖珠郡玖珠町大字岩室1376 Ｍ－オレンジムーン オレンジ SP


