
2014/11/7現在

ＮＯ．１

特別賞 受付番号 種類 品種 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 1535 ブロッコリー ピクセル 池亀　宏 東京中央

〃 2174 シクラメン バーバーク 波田野　清明 東京中央

東京都知事賞 142 キャベツ ＹＲ藍宝 井之口　喜實夫 東京あおば

〃 1649 カリフラワー バージンロード 岡田　一夫 東京むさし

〃 629 コマツナ いなむら 稲増　明彦 東京スマイル

〃 3617 ウメボシ 持田白 福島　大助 西東京

〃 3002 シイタケ Ｆ１０３ 小山　勲 八王子

〃 3376 タマゴ ボリスブラウン 髙野　昌典 マインズ

〃 2646 カキ 次郎 竹内　弘行 東京むさし

〃 2058 ヤシ科 フェニックスロベレニー 沖山　瞳 東京島しょ

〃 1057 カブ 小寺　正明 東京みらい

関東農政局局長賞 563 ホウレンソウ プライド 小寺　良治 東京みらい

〃 2079 ガーデンシクラメン ミックス 玉川　友則 東京みらい

〃 1064 ダイコン 櫻井　道久 東京むさし

明治神宮宮司賞 165 キャベツ 藍宝 本橋　輝雄 東京あおば

〃 502 ホウレンソウ プライド 原　トミ子 東京みらい

〃 2033 ブバルディア ロイヤルダフネスープリーム 冨樫　尚克 東京島しょ

〃 1885 ブロッコリー ファイター 鎌田　勝 町田市

〃 1074 サトイモ 大坂　新一 東京むさし

東京都産業労働局局長賞 126 キャベツ しずはま１号 加藤　光子 東京あおば

〃 2076 シダ科 レザーファン 笹本　勝彦 東京島しょ

ＪＡ東京中央会会長賞 97 キャベツ 青琳 肥沼　好一 東京むさし

〃 1847 ナス 千両２号 大福　哲也 あきがわ

〃 623 コマツナ いなむら 藤田　太一 東京スマイル

〃 2677 カキ 太秋 荘埜　晃一 東京あおば

〃 2042 パンジー ミックス 榛澤　章浩 東京むさし

〃 1216 ダイコン 乙幡　一代 東京みどり

ＪＡバンク東京信連会長賞 2717 ナシ 新高 志村　輝樹 東京みらい

ＪＡ全農東京都本部長賞 9 キャベツ 早どり錦秋 浦野　昌一 世田谷目黒

〃 1801 トマト 桃太郎ピース 川島　吉雄 東京みらい

〃 664 ネギ 夏扇パワー 鎌田　勝 町田市

〃 3615 ウメボシ 南高梅 持田　祥太郎 西東京

〃 2056 ヤシ科 フェニックスロベレニー 村山　真理子 東京島しょ

〃 1060 ダイコン 石井　龍之介 東京みらい
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ＪＡ共済連東京本部長賞 2699 カキ 大木　重雄 東京むさし

ＪＡ東京厚生連会長賞 531 ハクサイ 晴黄 髙橋　喜末 東京むさし

〃 3359 タマゴ イサブラウン 上野　勝 にしたま

東京都農業信用基金協会会長賞 1839 キュウリ ズバリ１６３ 大福　保男 あきがわ

東京都農業会議会長賞 2618 キウイフルーツ ヘイワード 島田　芳造 東京むさし

〃 2020 ハラン 旭 水口　芳一 東京島しょ

〃 1046 サツマイモ 立川　太三郎 八王子

内田農業振興会理事長賞 3004 シイタケ Ａ９５０ 勝澤　保子 八王子

〃 2654 ギンナン 嶺南 大戸　正勝 東京むさし

〃 1050 ゴボウ 柳川理想 谷戸　一郎 マインズ

東京都花卉連会長賞 2150 プリムラマラコイデス 古都さくら 小川　美佐子 東京あおば

東京都都野連会長賞 659 コマツナ まさみ 乙幡　修 東京みどり

東京都椎茸連会長賞 3025 シイタケ 森のＴＯＭＴＯＭ 河内　優 マインズ

東京都農業改良普及事業協議会会長賞 2665 ナシ 新高 城所　貞夫 東京みなみ

東京都農林水産振興財団理事長賞 176 キャベツ 青琳 谷澤　俊明 あきがわ

東京都種苗会理事長賞 571 コマツナ いなむら 小原　祥子 東京スマイル

日本花き生産協会会長賞 2078 ビオラ ミックス 海老沢　市郎 東京みらい


