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特別賞 受付番号 種類 品種 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 33 キャベツ 青琳 鈴木　孝始 マインズ

〃 2067 フェニックスロベレニー ― 沖山　至 東京島しょ

東京都知事賞 187 キャベツ 新藍 肥沼　好一 東京むさし

〃 593 ホウレンソウ フォルティシモⅤ 原　栄一 東京みらい

〃 1122 カブ 玉里 小寺　正明 東京みらい

〃 1838 ピーマン 京まつり 鈴木　知可志 東京むさし

〃 2063 ビオラ ベニー 志村　貴央 東京みらい

〃 2582 ナシ 新高 原田　和哉 東京みなみ

〃 3019 シイタケ F-818 勝澤　実 八王子

〃 3514 鶏卵 ジュリアライト 髙野　みつ枝 マインズ

〃 4023 ウメボシ 白加賀 持田　覚 西東京

関東農政局局長賞 502 コマツナ いなむら 小原　英行 東京スマイル

〃 1573 ナス あのみのり２号 古川　常雄 マインズ

〃 2717 キウイフルーツ コウヒ 田所　大和 東京むさし

明治神宮宮司賞 93 キャベツ 藍宝 本橋　輝雄 東京あおば

〃 501 コマツナ いなむら 門倉　周史 東京スマイル

〃 1044 ダイコン 福誉 榎戸　武司 東京むさし

〃 1528 キュウリ クラージュ２ 安達　久登 にしたま

〃 2075 レザーファン ― 浅沼　壮 東京島しょ

東京都産業労働局局長賞 1309 サトイモ 土垂 篠宮　誠 東京みらい

〃 2536 ナシ 新高 関根　勲 東京むさし

ＪＡ東京中央会会長賞 95 キャベツ YR藍宝 井之口　千恵子 東京あおば

〃 579 ホウレンソウ フォルティシモⅤ 小寺　正明 東京みらい

〃 1297 サツマイモ 紅はるか 古谷　悦生 町田市

〃 1736 カリフラワー バージンロード 根岸　八代 東京むさし

〃 2021 ストック ― 梅室　善之 東京むさし

〃 2644 カキ 太秋 髙橋　尚寛 東京みどり
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特別賞 受付番号 種類 品種 氏名 ＪＡ名

ＪＡバンク東京信連会長賞 2596 カキ 東京御所 荘埜　銀一 東京あおば

ＪＡ全農東京都本部長賞 21 キャベツ 青琳 梅室　善之 東京むさし

〃 680 ネギ 夏扇パワー 小金井　尚史 東京みらい

〃 1321 ニンジン 向陽２号 谷澤　俊明 あきがわ

〃 1520 トマト かれん 中野　峰雄 にしたま

〃 2150 ハボタン ドレス 海老沢　一晃 東京むさし

〃 4030 落花生 おおまさり 野中　敏夫 東京むさし

ＪＡ共済連東京都本部長賞 2703 ギンナン トウクロウ 岡田　正夫 東京むさし

ＪＡ東京厚生連会長賞 623 コマツナ ひと夏の恋 井之口　勇喜夫 東京あおば

〃 3574 烏骨鶏卵 東京うこっけい 松村　竹仁美 東京みらい

東京都農業信用基金協会会長賞 1821 ブロッコリー おはよう 中村　勝司 にしたま

東京都農業会議会長賞 1167 自然薯 ― 大沢　茂夫 町田市

〃 2094 ストック ベイビーMIX 小川　収 東京あおば

〃 2606 キウイフルーツ 東京ゴールド 島田　芳造 東京むさし

内田農業振興会理事長賞 1145 ジャガイモ キタアカリ 小俣　嘉 東京みらい

〃 2727 ナシ 新高 増嶌　信好 東京みなみ

〃 3012 シイタケ F-818 齋藤　美千代 八王子

東京都花卉園芸組合連合会会長賞 2060 ガーデンシクラメン ― 新井　友宏 東京みらい

東京都野菜生産団体連絡協議会会長賞 615 ハクサイ 晴黄65 中溝　章雄 町田市

東京都椎茸生産組合連合会会長賞 3015 シイタケ A-950 田倉　義彦 八王子

東京農業大学学長賞 1274 ダイコン 夏の翼 乙幡　昇治 東京みどり

東京都農業改良普及事業協議会会長賞 2527 キウイフルーツ ヘイワード 内堀　眞一 東京むさし

東京都農林水産振興財団理事長賞 139 キャベツ 新藍 伊藤　定男 東京むさし

東京都種苗会理事長賞 510 アシタバ ― 神戸　晴行 三宅島

日本花き生産協会会長賞 2147 パンジー マトリックス 榛澤　章浩 東京むさし
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