
第48回東京都農業祭特別賞入賞者名簿
N0．1＿

廟順 �受付番号 �種類 �品種・ �氏名 �JA名 

農林水産大臣賞 �1599 �ナス �あのみのり2号 �古川　常雄 �JAマインズ 

／J �2056 �ブパルディア �ハイブリッドホワイト �五味　秀策 �伊豆大島園芸組合 

東京都知事賞 �100 �キャベツ �YR藍宝 �井之口　勇善夫 �JA東京あおば 

JJ �1630 �キュウリ �ズバリ163 �安達　久登 �JAにしたま 

JJ �1086 �カブ �タマサト �＿小寺　宏佑 �JA東京みらい 

／J �543 �コマツナ �いなむら �小原　英行 �JA東京スマイル 

J／ �2036 �パンジー �パシオ �榛澤　章浩 �JA東京むさし 

／J �26120 �ナシ �新高 �小山　正男 �JA東京みなみ 

JJ �3017 �しいたけ �A－950 �田倉　香世 �JA八王子 

JJ �3344 �タマゴ �ボリスブラウン �高野　昌典 �JAマインズ 

／／ �3611 �梅干 �白加賀 �持田　祥太郎 �JA西東京 

関東農政局局長賞 �90 �キャベツ �青琳 �田中　理瑛 �JA東京あおば 

／J �501， �コマツナ �いなむら �藤田　太一 �JA東京スマイル 

／J �2002 �ヤシ科 �フェニックスロべレニー �浅沼　むつみ �JA東京島しょ 

明治神宮宮司賞 �114 �キャベツ �青琳 �中溝　章雄 �JA町田市 

JJ �503 �－ホウレンソウ �フォルテシモ �原　昂大 �JA東京みらい 

J／ �1175 �ダイコン �夏の守 �乙幡　勝代 �JA東京みどり 

J／ �1763 �ブロッコリー �ファイター �田中　永治 �JA町田市 

JJ �2097 �ガーデンシクラメン �ベラノ �志村　貴央 �JA東京みらい 

東京都産業労働局局長賞 �1140 �ニンジン �アロマレッド �斉藤　喜太郎 �JAマインズ 

／J �2119 �ビオラ �ももか �松本　俊之 �JA東京むさし 

JA東京中央会会長賞 �48 �キャベツ �藍宝 �本橋　さゆり �JA東京あおば 

JJ �536 �コマツナ �いなむら �中野　雄一 �JA東京みらい 

〃 �1111 �サトイモ �土垂 �園部　謙一 �JA東京みどり 

JJ �1742 �キュウリ �リスペクト �大福　保男 �JAあきがわ 

／／ �2104 �ユリ（LA） �フアルツアレット �梅室　善之 �JA東京むさし 

／J �26057 �ナシ �新高 �小山　哉 �JA東京みらい 

JAバンク東京信連会長賞 �26004 �キウイフルーツ �東京ゴールド �島田　芳造 �JA東京むさし 

JA全農東京都本部長賞 �44 �キャベツ �藍宝 �井口　良男 �JA東京あおば 

JJ �558 �ミズナ �京みぞれ �関　健一 �JA東京みらい 

JJ �1167 �ジャガイモ �とうや �野中　敏夫 �JA東京むさし 

JJ �2080 �金魚草 �キヤンディ・トップ 　ミックス �中村　修 �JAにしたま 

JJ �1524 �カリフラワー �バージンロード �浦野　昌一 �JA世田谷目黒 

／／ �3608 �梅干 �南高梅 �福島　幹雄 �JA西東京 



N0．2

特別賞 �受付番号 �種類 �品種 �氏名 �JA名 

JA共済連東京都本部長賞 �26058 �キウイフルーツ �紅妃 �志村　摩樹 �JA東京みらい 

JA東京厚生連会長賞 �627 �ネギ �ホワイトソード �中溝　章雄 �JA町田市 

JJ �3341 �タマゴ �ボリスブラウン �数馬　拓弥 �JA八王子 

東京都農業信用基金協会会長賞 �1533 �トマト　ー �レイシュン �持田　ヒトミ �JA東京むさし 

東京都農業会議会長賞 �1136 �サツマイモ �紅はるか �吉川　正和 �JA東京みらい 

／J �2087 �シクラメン �フアルバラローズ �杉田　隆実 �JAにしたま 

JJ �26100 �柿 �東京紅 �荘埜　晃一 �JA東京あおば 

内田農業振興会理事長賞 �26059 �ブドウ �シャインマスカット �金子　等志 �JA東京みらい 

JJ �1197 �ゴボウ �みとよ白肌 �町田　伊佐央 �JAあきがわ 

JJ �3022 �しいたけ �A－950 �勝澤　実 �JA八王子 

東京都花井連会長賞 �2127 �マリーゴールド �MIX �篠崎　洋幸 �JA東京あおば 

東京都都野連会長賞 �509 �リーフレタス �マザーグリーン �長島　丈 �JA東京中央 

東京都椎茸連会長賞 �3014 �しいたけ �F－613 �川口　悠 �JA西東京 

東京都農業改良普及事業協議会会長賞 �26118 �梨 �新高 �田中　利明 �JA東京みなみ 

東京都農林水産振興財団理事長賞 �14 �キャベツ �青琳 �根岸　埜乃花 �JA東京むさし 

東京都種苗会理事長賞 �630 �ハクサイ �新理想 �岡部　健一 �JAあきがわ 

日本花き生産協会会長賞 �2016 �シダ科 �レザーフアン �伊勢崎　善正 �JA東京島しょ 

東京農業大学学長賞 �1101 �ダイコン �福誉 �中西　真一 �JA八王子 


