
数字は支部別の出品数です
支部名 品種名 色
青森 サハラ 茶
青森 ミルバ オレンジ

2 2



山形 アップルティー クリーム
山形 ゴールドストライク 黄
山形 サフィーア ピンク
山形 サンビーム オレンジ
山形 スカイライン 黄色
山形 テレサ ピンク
山形 トレジャー ピンク
山形 ノブレス ピンク
山形 モンローウォーク ピンク
山形 ライム グリーン
山形 ローテローゼ 赤
山形 ローテローゼ 赤
山形 ロジータベンデラ ピンク

13 13



茨城 キャンドル 赤
茨城 サフィーア ピンク
茨城 サフィーア ピンク
茨城 シャネル ピンク
茨城 スウィートハニー ピンク
茨城 ツクバエクスプレス ピンク
茨城 デリーラ 紫
茨城 デリーラ 紫
茨城 ニューミラクル オレンジ
茨城 ニューミラクル オレンジ
茨城 ノブレス ピンク
茨城 ノブレス ピンク
茨城 ノブレス ピンク
茨城 バニティー ピンク
茨城 ファンタジー ピンク
茨城 プリティーウーマン ピンク
茨城 マニッシュ ピンク
茨城 ローテローゼ 赤
茨城 ローテローゼ 赤

19 19



栃木 アレグリア オレンジ
栃木 クラシックリディア ピンク
栃木 ゴールドストライク 黄
栃木 サンタマーキュリータ オレンジ
栃木 シャネル ピンク
栃木 ティネケ 白
栃木 ドリーミング ピンク
栃木 ノブレス ピンク
栃木 ファンタジー ピンク
栃木 ラブリーリディア ピンク
栃木 リディア ピンク
栃木 ローテローゼ 赤
栃木 ローテローゼ 赤
栃木 ローテローゼ 赤

14 14



群馬 アリアンナ ピンク
群馬 クリオネ ピンク
群馬 サフィーア ピンク
群馬 スウィートネス ピンク
群馬 スープレス ピンク
群馬 セザンヌ ピンク
群馬 セレス ピンク
群馬 ティアラ クリーム
群馬 デリーラ 紫
群馬 テレサ ピンク
群馬 テレサ ピンク
群馬 テレサ ピンク
群馬 ノブレス ピンク
群馬 ノブレス ピンク
群馬 ノブレス ピンク
群馬 パサディナ オレンジ
群馬 バニティー ピンク
群馬 パリジェンヌ オレンジ
群馬 パレオ オレンジ
群馬 フォーエバー ピンク
群馬 ブラックティー 茶
群馬 プリティーウーマン ピンク
群馬 プリンセスアイコ ピンク
群馬 マイラブリー 赤
群馬 マニッシュ ピンク
群馬 マリリン ピンク
群馬 ラスティック クリーム
群馬 リトルマーベル 朱
群馬 ルーレット 朱
群馬 ルビーレッド 赤
群馬 ローテローゼ 赤
群馬 ローテローゼ 赤
群馬 ロレックス 赤

33 33



埼玉 エリザ ピンク
埼玉 ゴールデンゲート 黄
埼玉 ゴールドストライク 黄
埼玉 ゴールドストライク 黄
埼玉 スープレス ピンク
埼玉 ティネケ 白
埼玉 ティネケ 白
埼玉 デリーラ 紫
埼玉 テレサ ピンク
埼玉 テレサ ピンク
埼玉 ノブレス ピンク
埼玉 バニティー ピンク
埼玉 バニティー ピンク
埼玉 パレオ オレンジ
埼玉 ビックタイム 赤
埼玉 マイルージュ 赤
埼玉 マカレナ オレンジ
埼玉 マリリン ピンク
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ローテローゼ 赤
埼玉 ロサデコル 0
埼玉 ロジータベンデラ ピンク
埼玉 ロマンティックエンジェル 赤

27 27



千葉 アールスメールゴールド 黄
千葉 エリザ ピンク
千葉 スープレス ピンク
千葉 スープレス ピンク
千葉 スカイライン 黄色
千葉 ティネケ 白
千葉 デュカット 黄色
千葉 デリーラ 紫
千葉 ノブレス ピンク
千葉 ノブレス ピンク
千葉 ノブレス ピンク
千葉 ブラックマジック 黒
千葉 レオニダス 茶
千葉 ローテローゼ 赤

14 14



東京 アールスメールゴールド 黄
東京 ノブレス ピンク
東京 ローテローゼ 赤

3 3



神奈川 アイスバーグ２１ 白
神奈川 アリアンナ ピンク
神奈川 アリアンナ ピンク
神奈川 アンティークレース クリーム
神奈川 アンナリザ オレンジ
神奈川 キャンドル 赤
神奈川 グランドガラ 赤
神奈川 サフィーア ピンク
神奈川 スープレス ピンク
神奈川 タランテラ ピンク
神奈川 デュカット 黄色
神奈川 ドロレス ピンク
神奈川 ニューミラクル オレンジ
神奈川 ノブレス ピンク
神奈川 ノブレス ピンク
神奈川 パレオ オレンジ
神奈川 パレオ オレンジ
神奈川 ビックタイム 赤
神奈川 フォーエバー ピンク
神奈川 ブラックティー 茶
神奈川 ブラックバッカラ 黒
神奈川 ブラックバッカラ 黒
神奈川 ブラックバッカラ 黒
神奈川 プリティーブライド ピンク
神奈川 プリティープリンセス ピンク
神奈川 ミルバ オレンジ
神奈川 メイクルマール 白
神奈川 リトルマーベル 朱
神奈川 リトルマーベル 朱
神奈川 レッドコルベット 赤
神奈川 レナート 黄色
神奈川 ローテローゼ 赤

32 32



山梨 アイスバーグ２１ 白
山梨 オレンジムーン オレンジ
山梨 キャンドル 赤
山梨 グリーンアロー グリーン
山梨 ゴールドストライク 黄
山梨 サフィーア ピンク
山梨 サンシティ 黄
山梨 ダブルピンク ピンク
山梨 ニューハーフ 黄
山梨 ニューブライダル ピンク
山梨 ノブレス ピンク
山梨 パレオ オレンジ
山梨 ビクトリー ピンク
山梨 ビビアン 白
山梨 ファンタジー ピンク
山梨 プリティーガール ピンク
山梨 プリティウーマン ピンク
山梨 リディア ピンク
山梨 ローテローゼ 赤

19 19



長野第一 ハロー クリーム
長野第一 ペパーミント クリーム
長野第一 ローズユミ 白

3 3



長野第二 エスタ ピンク
長野第二 エリザ ピンク
長野第二 オールドファンタジー ピンク
長野第二 キャラミヤ 赤
長野第二 デュカット 黄色
長野第二 ドロレス ピンク
長野第二 パレオ オレンジ
長野第二 ピクシー ピンク
長野第二 ローテローゼ 赤
長野第二 ローテローゼ 赤
長野第二 ロゼヴィアン 赤

11 11



静岡東部 サクラ ピンク
静岡東部 スウィートネス ピンク
静岡東部 ダラス 赤
静岡東部 ネネ ピンク
静岡東部 ノブレス ピンク
静岡東部 ノブレス ピンク
静岡東部 パピヨン 黄色
静岡東部 ファンタジー ピンク
静岡東部 プリンセス ピンク
静岡東部 プリンセス ピンク
静岡東部 モネ 白
静岡東部 ローテローゼ 赤

12 12



静岡西部 アールスメールゴールド 黄
静岡西部 アールスメールゴールド 黄
静岡西部 アメジスト 紫
静岡西部 アンティークレース クリーム
静岡西部 イエロードット 黄
静岡西部 イルゼ ピンク
静岡西部 エスタ ピンク
静岡西部 エステルドゥメイアン 茶
静岡西部 カールレッド 赤
静岡西部 カリエンタ 赤
静岡西部 カンツォーネ 赤
静岡西部 クイーンビー 黄色
静岡西部 クラシックリディア ピンク
静岡西部 グランドガラ 赤
静岡西部 サクラ ピンク
静岡西部 サクラ ピンク
静岡西部 サクラ ピンク
静岡西部 サフィーア ピンク
静岡西部 サフィーア ピンク
静岡西部 サフィーア ピンク
静岡西部 シャネル ピンク
静岡西部 シャネル ピンク
静岡西部 スープレス ピンク
静岡西部 スカイライン 黄色
静岡西部 ダイアナ ピンク
静岡西部 ティネケ 白
静岡西部 ティネケ 白
静岡西部 ティネケ 白
静岡西部 ティネケ 白
静岡西部 ティネケ 白
静岡西部 デュカット 黄色
静岡西部 デリーラ 紫
静岡西部 テレサ ピンク
静岡西部 トロピカルアマゾン オレンジ
静岡西部 ノブレス ピンク
静岡西部 ノブレス ピンク
静岡西部 パープルハート 紫
静岡西部 パレオ オレンジ
静岡西部 パレオ オレンジ
静岡西部 パレオ オレンジ
静岡西部 パレオ オレンジ
静岡西部 パレオ オレンジ
静岡西部 ビクトリー ピンク
静岡西部 ブラックティー 茶
静岡西部 モダンガール 赤
静岡西部 ラブリーエンジェル 白ピンク
静岡西部 ラブリーリディア ピンク
静岡西部 リディア ピンク
静岡西部 レオニダス 茶
静岡西部 ローズユミ 白
静岡西部 ローテローゼ 赤
静岡西部 ローテローゼ 赤
静岡西部 ローテローゼ 赤
静岡西部 ローテローゼ 赤
静岡西部 ローテローゼ 赤
静岡西部 ローテローゼ 赤

56 56



岐阜 アナスタシア 紫
岐阜 アムール 複色
岐阜 グリーンアロー グリーン
岐阜 コーラスライン ピンク
岐阜 ジプシーキュリオーサ 茶
岐阜 スープレス ピンク
岐阜 トウィンクルマジック ピンク
岐阜 ニューミラクル オレンジ
岐阜 パピヨン 黄色
岐阜 パピヨン 黄色
岐阜 パレオ オレンジ
岐阜 ボヤージュ ピンク
岐阜 ローテローゼ 赤
岐阜 ロゼヴィアン 赤
岐阜 ロゼヴィアン 赤
岐阜 ロゼヴィアン 赤
岐阜 ロゼヴィアン 赤

17 17



愛知 アールスメールゴールド 黄
愛知 アムール 赤
愛知 アリアンナ ピンク
愛知 アリアンナ ピンク
愛知 アレグリア オレンジ
愛知 イルゼブロンズ 黄色
愛知 インカ2000 黄
愛知 ウインク ピンク
愛知 エクストリーム 茶
愛知 エメラルド 緑
愛知 オレンジキャンディー オレンジ
愛知 クイーンビー 黄色
愛知 クイーンビー 黄色
愛知 ゴールドストライク 黄
愛知 サフィーア ピンク
愛知 サフィーア ピンク
愛知 サンシティ 黄
愛知 ジェルファルレイ ピンク
愛知 シャネル ピンク
愛知 スイートピンク ピンク
愛知 スイートピンク ピンク
愛知 スノーダンス 白
愛知 セレナーデ ピンク
愛知 センセーション ピンク
愛知 ソプリッキィ 0
愛知 ツインゴ 複色
愛知 ティネケ 白
愛知 ティネケ 白
愛知 デュカット 黄色
愛知 テレサ ピンク
愛知 トゥインクルローズ ピンク
愛知 ニューブライダル ピンク
愛知 ニューブライダル ピンク
愛知 ニューミラクル オレンジ
愛知 ノブレス ピンク
愛知 ハニーブリーズ クリーム
愛知 バニティー ピンク
愛知 パリジェンヌ オレンジ
愛知 パレオ オレンジ
愛知 パレオ オレンジ
愛知 ピノキオ ピンク
愛知 ビビアン 白
愛知 ビビアン 白
愛知 ピンキー ピンク
愛知 ファイアーボール 朱
愛知 ファンタジー ピンク
愛知 ブライダルピンク ピンク
愛知 ブラックバッカラ 黒
愛知 プリティーガール ピンク
愛知 プリティウーマン ピンク
愛知 ブルーヘブン 紫
愛知 フローラル ピンク
愛知 ポエム ピンク
愛知 ボセリナ 白
愛知 マカレナ オレンジ
愛知 マリコ ピンク
愛知 ミルフィーユ 複色



愛知 ラブリーリディア ピンク
愛知 リディア ピンク
愛知 レッドカリプソ 赤
愛知 レッドカリプソ 赤
愛知 ローズユミ 白
愛知 ローテローゼ 赤
愛知 ローテローゼ 赤
愛知 ローテローゼ 赤
愛知 ロジータベンデラ ピンク

66 66



三重 アタッシェ ピンク
三重 オレンジユニーク オレンジ
三重 コンフィティー 黄色
三重 サフィーア ピンク
三重 シャキーラ 赤紫
三重 スープレス ピンク
三重 スターダム 赤
三重 ティネケ 白
三重 ティネケ 白
三重 テレサ ピンク
三重 ニーナ オレンジ
三重 ノブレス ピンク
三重 ノブレス ピンク
三重 ノブレス ピンク
三重 ハニーブリーズ クリーム
三重 パレオ オレンジ
三重 ビアンカ 白
三重 ブラックティー 茶
三重 プリティーウーマン ピンク
三重 プリティウーマン ピンク
三重 ブルーミルフィーユ 紫
三重 ボンジュール 赤
三重 レオニダス 茶
三重 レオニダス 茶
三重 ローテローゼ 赤
三重 ローテローゼ 赤
三重 ローテローゼ 赤
三重 ローテローゼ 赤

28 28



滋賀 4U+ 赤
滋賀 アバランチェ+ 白
滋賀 アレックス クリーム
滋賀 イナ クリーム
滋賀 イナ クリーム
滋賀 イリオス 黄色
滋賀 イリオス 黄色
滋賀 オールドファンタジー ピンク
滋賀 キングスブライド オレンジ
滋賀 キングスブライド オレンジ
滋賀 サフィーア ピンク
滋賀 ダカール 黄色
滋賀 ティネケ 白
滋賀 ティネケ 白
滋賀 ドルチェビータ+ 複色
滋賀 トレゾア 黄色
滋賀 トレゾア 黄色
滋賀 ニューブライダル ピンク
滋賀 ニューブライダル ピンク
滋賀 ニューミラクル オレンジ
滋賀 パープルビワ 紫
滋賀 ハッピーブライダル ピンク
滋賀 ピークス ピンク
滋賀 ビビアン 白
滋賀 ファンタジー ピンク
滋賀 ブルゴーニュ 白
滋賀 マリーナ オレンジ
滋賀 ミスティーク クリーム
滋賀 ミステリ クリーム
滋賀 ミルフィーユ 複色
滋賀 リトルシルバー 紫
滋賀 ローテローゼ 赤
滋賀 ローテローゼ 赤
滋賀 ローテローゼ 赤
滋賀 ローテローゼ 赤
滋賀 ロレックス 赤

36 36



京都 イエローアイランド 黄色
京都 エリザ ピンク
京都 パレオ オレンジ
京都 ファンデーション ピンク
京都 プリティーウーマン ピンク
京都 ローテローゼ 赤
京都 ローテローゼ 赤

7 7



奈良 インカ2000 黄
奈良 オールドファンタジー ピンク
奈良 カリンカ ピンク
奈良 ゴールドストライク 黄
奈良 サフィーア ピンク
奈良 サフィーア ピンク
奈良 サンセット 赤黄
奈良 ジェントル ピンク
奈良 ジェントル ピンク
奈良 ショコラ 茶
奈良 ティネケ 白
奈良 デリーラ 紫
奈良 トレゾア 黄色
奈良 トロピカルアマゾン オレンジ
奈良 ナチュラルピンク ピンク
奈良 ナランガ オレンジ
奈良 ノブレス ピンク
奈良 ノブレス ピンク
奈良 パープルビワ 紫
奈良 ハニーブリーズ クリーム
奈良 ビアンカ 白
奈良 フューシャ ピンク
奈良 プリティーブライド ピンク
奈良 ラブアンドピース 黄色
奈良 ラブリーエンジェル 白ピンク
奈良 ルーレット 朱
奈良 ローテローゼ 赤
奈良 ロマネッティ 赤紫

28 28



和歌山 アイスバーグ２１ 白
和歌山 グランドガラ 赤
和歌山 ジプシーキュリオーサ 茶
和歌山 スカイライン 黄色
和歌山 ニューブライダル ピンク
和歌山 ハニーブリーズ クリーム
和歌山 パバロッティ ピンク
和歌山 ビビアン 白
和歌山 プリシラ ピンク
和歌山 プリティーウーマン ピンク
和歌山 ライム グリーン
和歌山 ローズユミ 白
和歌山 ローテローゼ 赤

13 13



広島 アイスグリーン 白
広島 アタッシェ ピンク
広島 クレープ オレンジ
広島 ゴールディ 黄色
広島 ジョニーNO1 赤
広島 スウィートワン ピンク
広島 スープレス ピンク
広島 スパーレッド 赤
広島 デリーラ 紫
広島 トスカニーニ ピンク
広島 ノブレス ピンク
広島 ノブレス ピンク
広島 パープルアイ 紫
広島 パープルグリーン 紫
広島 バニティー ピンク
広島 ピンク２６１５ ピンク
広島 ブルーミルフィーユ 紫
広島 ボルケーノ 赤
広島 メイプル オレンジ
広島 メグピンク ピンク
広島 レインボーピンク ピンク
広島 レインボーブルー 紫
広島 レッドラバー 赤
広島 レビュー 赤白
広島 レモンイエロー 黄色
広島 ロマンティックエンジェル ピンク

26 26



愛媛 ジュンナ 0
愛媛 ブライダルスプレー ピンク
愛媛 ローテローゼ 赤

3 3



福岡 アップルティー クリーム
福岡 アバンガード 紫
福岡 ギィードゥーモーパッサン ピンク
福岡 クインズデイ オレンジ
福岡 サクラ ピンク
福岡 サクラ ピンク
福岡 サニーイルぜ レモン
福岡 サンライズ 黄色
福岡 スウィートネス ピンク
福岡 スープレス ピンク
福岡 スカイライン 黄色
福岡 スプレーウィット 白
福岡 チェリオ 複色
福岡 デュカット 黄色
福岡 テレサ ピンク
福岡 ノブレス ピンク
福岡 プリティーウーマン ピンク
福岡 ベレーザ 赤
福岡 ヤーナ アイボリー
福岡 ラブリーリディア ピンク

20 20



佐賀 アンティークレース クリーム
佐賀 イルゼ ピンク
佐賀 キリマンジャロブライダル ピンク
佐賀 グリーンアロー グリーン
佐賀 クリスティ 薄黄色
佐賀 サニーイルぜ レモン
佐賀 プリティーウーマン ピンク
佐賀 プリティーブライド ピンク
佐賀 ブルーミルフィーユ 紫
佐賀 ラブリーリディア ピンク
佐賀 ラブリーリディア ピンク
佐賀 レディーゼイン ピンク
佐賀 ローテローゼ 赤

13 13



大分 M-5 ピンク
大分 アップルティー クリーム
大分 アバンガード 紫
大分 エリザ ピンク
大分 オディリア 複色
大分 カルナバル 赤白
大分 キャバレー オレンジ
大分 グラシア ピンク
大分 グリーンアロー グリーン
大分 サニーイルぜ レモン
大分 サフィーア ピンク
大分 ジョシアン 黄色
大分 スウィートユニーク ピンク
大分 ストレンジャー 紫
大分 セーナ アイボリー
大分 センセーション ピンク
大分 チェリオ 複色
大分 テキーラ オレンジ
大分 バニングラブ 赤
大分 ファンデーション ピンク
大分 ブライダルキリマンジャロ ピンク
大分 ポルポロン アイボリー
大分 ロジータベンデラ ピンク

23 23
538 538


