
       第４６日本ばら切花品評会特別賞一覧表

NO 　　　　賞　の　名　称 輪

ＳＰ

1 農林水産大臣賞 滋賀 杉本重幸 輪 ｲﾘｵｽ 黄色 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292 0748-57-0756 12月22日

2 生産局長賞 大分 手島政弘 ＳＰ ｸﾞﾘ-ﾝｱﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ 879-4802 玖珠郡九重町野上458-1 09737-7-6729 2月20日

3 近畿農政局長賞 山梨 山本一幸 輪 ｱｲｽﾊﾞｰｸﾞ21 白 406-0812 東八代郡御坂町下黒駒123 0552-64-2551 12月22日

4 滋賀県知事賞 岐阜 若松定雄 輪 ｼﾞﾌﾟｼｰｷｭﾘｵｰｻ 茶 503-2317 安八郡神戸町柳瀬2039 0584-27-2292 12月22日

5 滋賀県議会議長賞 三重 大仲弘紀 輪 ﾃﾚｻ ﾋﾟﾝｸ 515-0505 伊勢市西豊浜町1920 0596-37-2556 12月22日

6 日本放送協会長賞 三重 藤原憲之 輪 ﾉﾌﾞﾚｽ ﾋﾟﾝｸ 515-0505 伊勢市西豊浜町1455 0596-37-2654 12月22日

7 （財）日本花普及センタ－会長賞 静岡西 落合義孝 輪 ｴｽﾀｰ ﾋﾟﾝｸ 424-0006 清水市石川本町10-17 0543-66-0605 12月22日

8 （社）日本花き生産協会長賞 和歌山 北村勝己 輪 ﾊﾆｰﾌﾞﾘｰｽﾞ ｸﾘｰﾑ 649-6325 和歌山市下和佐16 0734-77-1428 12月22日

9 （社）日本花き卸売市場協会長賞 長野２ 森谷匡彦 ＳＰ ｽﾌﾟﾚｰｳｨｯﾄ 白 399-3701 上伊那郡飯島町田切2859 0265-86-2835 12月22日

10 （社）日本生花商協会長賞 三重 森井利昇 輪 ﾋﾞｱﾝｶ 白 519-0607 度合郡二見町西1165 0596-43-3638 12月22日

11 （社）日本生花通信配達協会長賞 三重 藤原憲之 輪 ｻﾌｨｰｱ ﾋﾟﾝｸ 515-0505 伊勢市西豊浜町1455 0596-37-2654 12月22日

12 （社）日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾅ-協会理事長賞 愛知 前原勝久 輪 ｾﾚﾅｰｾﾞ ｸﾘｰﾑ 441-1205 宝飯郡一宮町篠田字新切62 0533-93-2773 12月22日

13 （株）フジテレビフラワ－センタ－賞 大分 八尋信明 ＳＰ ｻﾆｰｲﾙｾﾞ ﾚﾓﾝ 879-4401 玖珠郡玖珠町四日市781 09737-2-1714 12月22日

14 （社）園芸文化協会長賞 愛知 佐久間康文 輪 ﾌﾞﾗｯｸバｯｶﾗ 黒 441-1212 宝飯郡一宮町金沢字丸海道1 0533-92-1028 12月22日

15 （株）高島屋賞 三重 大西修 輪 ﾌﾟﾘﾃｨｰｳｰﾏﾝ ﾋﾟﾝｸ 515-0505 伊勢市西豊浜町1558 0596-37-3643 2月12日

16 滋賀県農業会議会長賞 埼玉 田中基義 輪 ﾛｰﾃﾛｰｾﾞ 赤 339-0077 岩槻市平林寺806-7 048-757-2242 2月12日

17 滋賀県花き園芸協会長賞 愛媛 武方仁也 ＳＰ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｽﾌﾟﾚｰ ﾋﾟﾝｸ 799-1354 東予市北条1428-3 0898-64-3144 2月12日

18 全国農業協同組合連合会経営管理委員会長賞広島 今井清 輪 ｸﾚｰﾌﾟ ｵﾚﾝｼﾞ 737-0115 呉市広町三ツ石4913-1 0823-72-7634 2月12日

19 滋賀県農業協同組合中央会長賞 滋賀 杉本重幸 輪 ﾆｭｰﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ﾋﾟﾝｸ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292 0748-57-0756 2月12日

20 三重県農業協同組合中央会長賞 三重 森本昌俊 輪 ﾌﾞﾙｰﾐﾙﾌｨｰﾕ 紫 515-0055 松阪市田村町708 0598-23-3850 2月12日

21 京都府農業協同組合中央会長賞 岐阜 古田薫 輪 ｽｰﾌﾟﾚｽ ﾋﾟﾝｸ 502-0916 岐阜市西中島2-8-8 0582-31-8612 2月12日

22 奈良県農業協同組合中央会長賞 奈良 中筋里美 輪 ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾄﾗｲｸ 黄 636-0925 生駒郡平群町越木塚774 07454-5-1091 2月12日

23 和歌山県花き生産協会長賞 大分 小畑和敏 ＳＰ ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾗﾌﾞ 赤 879-4405 玖珠郡玖珠町岩室169-5 09737-2-2837 2月12日

24 東京都花き市場協同組合理事長賞 長野２ 藤森浩人 輪 ｴﾘｻﾞ ﾋﾟﾝｸ 392-0131 諏訪市湖南638 0266-53-1786 2月12日

25 関西生花市場協同組合理事長賞 奈良 吉本利郎 輪 ﾃﾞﾘｰﾗ 紫 632-0000 天理市檪本町2388 07436-5-0532 2月20日

26 大阪生花商業協同組合理事長賞 静岡西 栗田宏昭 ＳＰ ｱﾒｼﾞｽﾄ 紫 424-0057 清水市掘込627 0543-45-7376 2月20日

27 （財）日本ばら会長賞 栃木 岡田隆一 輪 ﾛｰﾃﾛｰｾﾞ 赤 329-3225 河内郡河内町下岡本38 028-673-0790 2月20日

28 （株）花卉園芸新聞社賞 大分 森宗一 輪 ｶﾙﾅﾊﾞﾙ 赤白 879-4412 玖珠郡玖珠町大字山田2666 09737-2-1102 2月20日

29 （株）誠文堂新光社賞 愛知 岡本和美 輪 ﾛｰﾃﾛｰｾﾞ 赤 441-0302 宝飯郡御津町下佐脇字村上57 0533-75-3406 2月20日
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