
第45回東京都農業祭特別賞入賞者名簿

特別賞 �受付番号 �種類 �品種 �氏名 �JA名 

農林水産大臣黄 �83 �キャベツ �青琳 �肥沼　好一 �東京むさし 

〃 �2060 �パンジー �パシオシ温色 �井出　孝行 �世田谷目黒 

東京都知事賞 �73 �キャベツ �YR藍宝 �井之口　智喜 �東京あおば 

／J �518 �小松菜 �いなむら �藤田　良太郎 �東京スマイル 

〃 �1065 �ダイコン �福誉 �中西　チヨ子 �八王子 

JJ �1781 �キュウリ �ズバリ163 �大福　保男 �あきがわ 

JJ �2022 �シダ科 �レザーフアン �石井　薫 �東京島しょ 

JJ �2668 �ナシ �新高 �小山　哉 �東京みらい 

〃 �3007 �シイタケ �A－950 �小山　勲 �八王子 

JJ �3340 �鶏卵 �ボリスブラウン �高野　資 �マインズ 

J／ �3611 �梅干 �南高梅 �持田　祥太郎 �西東京 

関東農政局局長賞 �503 �小松菜 �いなむら �篠宮　優 �東京みらい 

JJ �1546 �カリフラワー �バージンロード �伊藤　紀幸 �東京むさし 

JJ �2101 �ビオラ �ミックス �栗原　弘明 �東京みらい 

明治神宮宮司賞 �98 �キャベツ �YR藍宝 �佐伯　誠三 �東京みどり 

JJ �507 �ほうれん草 �プライド �原　栄一 �東京みらい 

〃 �1162 �ニンジン �アロマレッド �斉藤　喜太郎 �マインズ 

〝 �1672 �ブロッコリー �おはよう �井口　義一 �東京むさし 

〃 �2028 �ヤシ科 � �浅沼　むつみ �東京島しょ 

東京都産業労働局局長賞 �1091 �サツマイモ �ベニアズマ �小俣　良子 �東京みらい 

JJ �2065 �ユリ科 �キキョウラン �橋爪　重徳 �伊豆大島園芸組合 

JA東京中央会会長賞 �65 �キャベツ �藍宝 �本橋　秀男 �東京あおば 

JJ �657 �ネギ �ホワイトソード �中津　章雄 �町田市 

〝 �1097 �カブ �玉里 �小寺　正明 �東京みらい 

〝 �1663 �ナス �千両2号 �高橋　宏明 �東京むさし 

JJ �2012 �ハボタン �ドレス �海老澤　一典 �東京むさし 

〃 �2739 �カキ �東京紅 �荘埜　理恵 �東京あおば 

JAバンク東京信連会長賞 �2755 �ナシ �新高 �小山　美智子 �東京みなみ 

JA全農東京都本部長賞 �55 �キャベツ �藍宝 �井口　良男 �東京あおば 

〃 �580 �水菜 �京みぞれ �小寺　浩子 �東京みらい 

′／ �1030 �サトイモ �在来種 �岡田　一夫 �東京むさし 

JJ �1502 �ブロッコリー �ファイター �篠官　僚 �東京みらい 

〃 �2010 �アリッサム �スノークリスタル �海老澤　晶子 �東京むさし 

〝 �3610 �梅干 �白加賀 �福島　大助 �西東京 



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 �2749 �ナシ �新高 �高野　義雄 �東京みなみ 

JA東京厚生連会長賞 �573 �ほうれん草 �プライド �小寺　浩子 �東京みらい 

〃 �3325 �鶏卵 �ゴトウモミジ �川鍋　重美 �西東京 

東京都農業信用基金協会会長賞 �1761 �トマト（中玉） �フルテイカ �山口　卓 �東京あおば 

東京都農業会議会長賞 �1089 �ジャガイモ �キタアカリ �小俣　良子 �東京みらい 

JJ �2072 �ブパルデイア �ロイヤルニコレット �みらい農園 �伊豆大島園芸組合 

〟 �2614 �キウイフルーツ �東京コ中一ルド �小林　樹生 �東京むさし 

内田農業振興会理事長貴 �1013 �ダイコン �夏の守 �三沢　敏雄 �東京みらい 

〃 �2631 �ギンナン �レイナン �岡田　正夫 �東京むさし 

J／ �3001 �シイタケ �A－950 �田倉　義彦 �八王子 

東京都花井連会長賞 �2126 �シクラメン �サーモンスカーレット �波田野　草 �東京中央 

東京都都野連会長賞 �549 �小松菜 �いなむら �芦川　進 �東京スマイル 

東京都椎茸連会長賞 �3026 �菌床シイタケ �富富 �須崎　昭 �西東京 

東京都農業改良普及事業協議会会長賞 �2675 �カキ �次郎 �関　衛生 �東京みらい 

東京都農林水産振興財団理事長賞 �99 �キャベツ �しずはま1号 �加藤　晴久 �東京あおば 

東京都種苗会理事長賞 �637 �小松菜 �いなむら �門倉　周央 �東京スマイル 

日本花き生産協会会長賞 �2094 �ガーデンシクラメン �パラノ �新井　友宏 �東京みらい 


