
第46回東京都農業祭特別賞入賞者名簿
NO．1

特別賞 �受付番号 �種類 �品種 �氏名 �JA名 

農林水産大臣賓 �1142 �カブ �玉里 �小寺　宏佑 �東京みらい 

JJ �2061 �ユリ科 �キキョウラン �菊池　和香子 �東京島しょ 

東京都知事賞 �1503 �キュウリ �リスペクト �杉浦　尚美 �東京スマイル 

〃 �512 �ホウレンソウ �プライド �原　栄一 �東京みらい 

〃 �1109 �サツマイモ �紅はるか �野中　敏夫 �東京むさし 

〃 �15 �キャベツ �青琳 �鈴木　孝始 �マインズ 

〃 �2113 �パンジー �パシオ �志村　貴央 �東京みらい 

〃 �2704 �梨 �新高 �馬場　芳則 �東京みなみ 

JJ �3005 �シイタケ �A－950 �田倉　義彦 �八王子 

JJ �3370 �タマゴ �ボリスブラウン �高野　昌典 �マインズ 

〃 �3602 �ウメボシ �南高梅 �福島　幹雄 �西東京 

関東農政局局長賞 �507 �コマツナ �いなむら �細谷　純一 �東京スマイル 

〝 �188 �キャベツ �青琳 �井之口　喜章夫 �東京あおば 

〃 �2045 �シダ科 �レザーフアン �石井　伸一 �東京島しょ 

明治神宮宮司賞 �1528 �カリフラワー �バージンロード �高橋　喜宏 �東京むさし 

JJ �605 �ホウレンソウ �プライド �小寺　宏佑 �東京みらい 

JJ �1014 �ニンジン �アロマレッド �斉藤　喜太郎 �マインズ 

JJ �99 �キャベツ �育琳 �肥沼　好一 �東京むさし 

〝 �2112 �ビオラ �MIX �野崎　貴之 �東京みらい 

東京都産業労働局局長賞 �1722 �ブロッコリー �まどか �北島　進 �町田市 

〃 �2115 �ガーデンシクラメン �ベラノ �志村　貴央 �東京みらい 

JA東京中央会会長賞 �1592 �ブロッコリー �まどか �池亀　亮 �東京中央 

JJ �626 �ハクサイ �晴黄60 �濱仲　勝男 �東京むさし 

／J �1137 �ジャガイモ �北あかり �小俣　嘉 �東京みらい 

JJ �135 �キャベツ �藍宝 �井口　昇一郎 �東京あおば 

JJ �2066 �ク′レクマ �シャローム �橋爪　重徳 �伊豆大島園芸組合 

〝 �2661 �キウイフルーツ �東京コ～－ルド �内堀　眞一 �東京むさし 

JAバンク東京信連会長賞 �2725 �梨 �新高 �城所　理衣 �東京みなみ 

JA全農東京都本部長賞 �1547 �ブロッコリー �すぼる �根岸　八代 �東京むさし 

〃 �517 �コマツナ �いなむら �篠宮　優 �東京みらい 

JJ �1135 �サツマイモ �紅東 �小俣　嘉 �東京みらい 

JJ �131 �キャベツ �藍宝 �本橋　秀一 �東京あおば 

JJ �2009 �ハボタン �ドレス �海老択　一晃 �東京むさし 

JJ �3607 �ウメボシ �自加賀 �原島　宮代 �西東京 



NO．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 �2637 �キウイフルーツ �ヘイワード �新井　金明 �マインズ 

JA東京厚生連会長賞 �596 �ネギ �深谷一本 �五十嵐　高雄 �東京みらい 

〃 �3331 �鶏卵 �ボリスブラウン �持田　宏昭 �東京みどり 

東京都農業信用基金協会会長賞 �1730 �キュウリ �ゆうゆう（一輝） �木下　千恵子 �東京みどり 

東京都農業会議会長賞 �1051 �ダイコン �夏の守 �内野　芳夫 �東京みどり 

JJ �2110 �ボサ菊 �きいろ �増田　和幸 �東京みらい 

〃 �2741 �柿 �東京御所 �荘埜　晃一 �東京あおば 

内田農業振興会理事長賞 �1029 �ダイコン �福誉 �中西　順子 �八王子 

〝 �2722 �梨 �新高 �田中　利明 �東京みなみ 

〟 �3010 �シイタケ �F－506 �勝澤　実 �八王子 

東京都花井連会長賞 �2001 �金魚草 �ミックス �榎本　晴夫 �東京スマイル 

東京都都野連会長賞 �506 �コマツナ �いなむら �門倉　周史 �東京スマイル 

東京都椎茸連会長賞 �3002 �シイタケ �A－105 �小山　誉史 �八王子 

東京都農菓改良普及事業協議会会長賞 �2698 �柿 �太秋 �高橋　尚寛 �東京みどり 

東京都農林水産振興財団理事長賞 �31 �キャベツ �新藍 �石井　市太郎 �東京むさし 

東京都種苗会理事長賞 �560 �コマツナ �まさみ �乙幡　修 �東京みどり 

日本花き生産協会会長賞 �2072 �プパルディア � �みらい農園 �伊豆大島園芸組合 


