
第４９回日本ばら切花品評会特別賞

NO 賞の名称 品種 色 種類 支　部　名 氏　名 住　所

1 農林水産大臣賞 ロレックス 赤 輪 静岡西 山本哲也 436-0115 掛川市吉岡924-1

2 生産局長賞 ジプシーキュリオーサ オレンジ SP 滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

3 神奈川県知事賞 サンライト 黄 輪 静岡西 鈴木譲治 427-0032 島田市神座935

4 神奈川県議会議長賞 ターニア クリーム 輪 静岡西 岩田重悦 421-0115 静岡市みずほ2-3-2

5 日本放送協会長賞 アルビレオ グリーン SP 静岡西 浅野勝央 424-0114 静岡市清水区庵原町1407-3

6 （財）日本花普及センター会長賞 ミルバ オレンジ 輪 滋賀 杉本重幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

7 （社）日本花き生産協会長賞 ホワイトノブレス 白 輪 群馬 大谷吉伸 371-0051 前橋市上細井町912-2

8 （社）日本花き卸売市場協会長賞 ローテ・ローゼ 赤 輪 東京 簔口弘一 195-0064 町田市小野路町4053

9 （社）日本生花商協会長賞 カルーセル ピンク 輪 山形 荒木繁蔵 991-0026 寒河江市山岸7-27

10 （社）日本生花通信配達協会長賞 マニエールノワール ピンク 輪 神奈川 添田清 259-1132 伊勢原市桜台5-2-10

11 （社）日本フラワーデザイナー協会理事長賞 ブラック・ティー 紅茶色 輪 神奈川 浜田光揮 254-0002 平塚市横内3186

12 （社）園芸文化協会長賞 アルビレオ 黄 SP 岐阜 和田純一 503-2316 安八郡神戸町斉田304

13 （株）フジテレビフラワーセンター賞 マジックモカ ピンク 輪 神奈川 藤間功一 259-1201 平塚市南金目1771

14 横浜新都市センター市民フロア会長賞 アールスメール・ゴールド 黄 輪 東京 簔口弘一 195-0064 町田市小野路町4053

15 全国農業協同組合連合会長賞 ノブレス ピンク 輪 三重 藤原徹也 515-0505 伊勢市西豊浜町747-1

16 （社）神奈川県園芸協会長賞 テレサ ピンク 輪 埼玉 猪鼻満 350-0156 比企郡川島町角泉173

17 神奈川県農業会議長賞 クールウオーター 紫 輪 三重 大仲正人 515-0505 伊勢市西豊浜町1932

18 神奈川県花き園芸組合連合会長賞 イルゼ ピンク SP 静岡西 浅野勝央 424-0114 静岡市清水区庵原町1407-3

19 神奈川県農業協同組合中央会長賞 グリーンアイトワ クリーム 輪 広島 田中明 737-2301 江田島市能美町中町2101

20 全国農業協同組合連合会神奈川本部運営委員会長賞 スウィートアキト ピンク 輪 千葉 榎本雅夫 292-1145 君津市糸川1066

21 東京都花き卸売市場協同組合理事長賞 グロリアスイルゼ クリーム SP 静岡西 岩田重悦 421-0115 静岡市みずほ2-3-2

22 神奈川県花き卸売市場連合会長賞 ティネケ 白 輪 三重 大西修 515-0505 伊勢市西豊浜町1558

23 神奈川県生花小売商協同組合理事長賞 タイタニック ピンク 輪 神奈川 浜田忠一 243-0417 海老名市本郷1109

24 南関東花き園芸卸売市場賞 ニューハーフ ピンク SP 静岡西 浅野勝央 424-0114 静岡市清水区庵原町1407-3

25 関西生花市場協同組合理事長賞 チェリーブランデー 複色 輪 静岡西 大場肇 436-0115 掛川市吉岡891-1

26 （財）日本ばら会長賞 ルビーレッド 赤 輪 群馬 境野光政 371-0121 前橋市金丸町217

27 （株）花卉園芸新聞社賞 スウィートリディア ピンク SP 愛知 渡辺堅太郎 441-3602 田原市八王寺町道上17

28 （株）誠文堂新光社賞 ライフスタイル 赤紫 輪 群馬 井上秀一 379-2161 前橋市富田町1312-1

29 （株）そごう横浜店賞 タリア＋ ピンク 輪 滋賀 國枝武夫 524-0045 守山市金森町784



賞名 品種 色 種類 支部名 氏名 住所

優良賞 フェイム ピンク 輪 山形 沖　津　嘉　宏 991-0043 寒河江市大字島302の1

優良賞 ザ・テレサ ピンク 輪 山形 大　山　武　彦 990-0824 山形市肴町7-3

優良賞 レッドワン 赤 輪 茨城 浅　倉　正　徳 315-0074 かすみがうら市下志筑1384

優良賞 マンボ オレンジ SP 茨城 苅　部　　　勝 306-0125 古河市仁連29

優良賞 つくばエクスプレス ピンク 輪 茨城 神　生　賢　一 315-0156 石岡市吉生3113

優良賞 ローテローゼ 赤 輪 栃木 谷田部　一　夫 329-0601 河内郡上三川上文挟238

優良賞 スープレス ピンク 輪 栃木 新　井　弘　美 327-0045 佐野市高橋町348

優良賞 スイートネス ピンク 輪 栃木 山　中　義　美 323-0818 小山市塚崎562

優良賞 ロジータベンデラ ピンク 輪 群馬 林　　　和　生 370-3531 群馬郡群馬町足門34-6-1

優良賞 オスカーシャイン 赤 輪 群馬 今　井　善　圓 370-2334 富岡市上高瀬1250

優良賞 ニューブライダル ピンク 輪 群馬 星　野　裕　治 379-1122 勢多郡赤城村勝俣沢362-5

優良賞 シャンゼリゼ ピンク SP 群馬 樋　口　忠　男 379-2223 佐波郡東村東小保方2559

優良賞 マニッシュ ピンク SP 群馬 大　平　喜　章 375-0024 藤岡市藤岡2188-3

優良賞 ゴールドストライク 黄 輪 埼玉 木　村　　　實 345-0024 北葛飾郡杉戸町提根1711-3

優良賞 マリティム ピンク 輪 埼玉 島　村　　　昇 343-0852 越谷市新川町2-400

優良賞 サフィーア ピンク 輪 埼玉 田　中　基　義 339-0076 さいたま市岩槻区市平林寺806-7

優良賞 フラッシュバック ピンク 輪 埼玉 北　川　純　一 362-0003 上尾市菅谷81-1

優良賞 ストロベリーメグ ピンク 輪 埼玉 上　原　正　吉 351-0115 和光市新倉2881

優良賞 レモンナイト 黄 SP 埼玉 田　中　基　義 339-0076 さいたま市岩槻区市平林寺806-7

優良賞 アンリマチス 複 輪 千葉 榎　本　雅　夫 292-1145 君津市糸川1066

優良賞 ブリザード 白 輪 千葉 米　田　崇　人 297-0072 茂原市大登230

優良賞 マルチネス 複 輪 千葉 米　田　崇　人 297-0072 茂原市大登230

優良賞 ノブレス ピンク 輪 東京 簑　口　弘　一 195-0064 町田市小野路町4053

優良賞 パサディナ 赤 輪 神奈川 吉　川　浩　一 254-0005 平塚市城所459
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賞名 品種 色 種類 支部名 氏名 住所

優良賞 プリティーベリンダ オレンジ 輪 神奈川 佐　野　幸　一 259-1103 伊勢原市三ノ宮2220

優良賞 グリーンマジック 緑 輪 神奈川 小　川　政　夫 253-0064 茅ヶ崎市柳島1-8-48

優良賞 ユニバース ピンク 輪 神奈川 石　田　勝　博 257-0031 秦野市曽屋3772-2

優良賞 ユニバース ピンク 輪 神奈川 鈴　野　健二郎 257-0005 秦野市上大槻603

優良賞 ブラックバッカラ 黒 輪 神奈川 成　田　宏　和 257-0002 秦野市鶴巻南3-12-16

優良賞 ロジータベンデラ ピンク 輪 神奈川 池　亀　輝　彦 243-0417 海老名市本郷2863

優良賞 湘南キャンディレッド 赤 SP 神奈川 難　波　博　文 243-0203 厚木市下荻野394

優良賞 アンシャンテ 白 SP 神奈川 北　村　　　睦 257-0007 秦野市鶴巻2322

優良賞 ミルバ オレンジ 輪 神奈川 熊　沢　　　崇 259-1124 伊勢原市平間596

優良賞 コスミック 茶 輪 神奈川 野　崎　富士夫 253-0071 茅ヶ崎市萩園510

優良賞 プリティープリンセス ピンク 輪 神奈川 横　山　　　猛 254-0002 平塚市横内3053

優良賞 ローテローゼ 赤 輪 山梨 雨　宮　和　人 406-0803 笛吹市御坂町井之上1397

優良賞 サフィーア ピンク 輪 静岡東 吉　田　健太郎 410-2121 田方郡韮山町中条271-3杉山コーポB201

優良賞 サフィーア ピンク 輪 静岡東 小野田　富　生 441-8117 豊橋市高田町高田17

優良賞 マレーラ２００２ オレンジ 輪 静岡西 米　村　東　一 426-0004 藤枝市上当間178

優良賞 ショッカー 黄 輪 静岡西 八　木　恒　夫 439-0034 菊川市下内田2407

優良賞 ブルゴーニュ 白 輪 静岡西 増　田　佳　子 426-0022 藤枝市稲川493

優良賞 シャルマン ピンク 輪 静岡西 八　木　恒　夫 439-0034 菊川市下内田2407

優良賞 オンリーワン ピンク 輪 静岡西 八　木　恒　夫 439-0034 菊川市下内田2407

優良賞 サニーイルゼ 黄 SP 静岡西 伴　野　精　男 424-0008 静岡市清水区押切2091

優良賞 サントワマミー ピンク SP 静岡西 浅　野　勝　央 424-0114 静岡市清水区庵原町1407-3

優良賞 グロリアスイルゼ クリーム SP 静岡西 大　場　堅　司 436-0115 掛川市吉岡474-2

優良賞 アバランチェ 白 輪 静岡西 岩　田　重　悦 421-0115 静岡市みずほ2-3-2

優良賞 ブルーミルフィーユ 紫 輪 静岡西 戸　塚　誠　也 427-0103 島田市中河454-2

優良賞 ミスティック＋ クリーム 輪 静岡西 小　沢　　　弘 436-0115 掛川市吉岡1014

Page 2



賞名 品種 色 種類 支部名 氏名 住所

優良賞 シセロ ピンク 輪 静岡西 大　塚　利　夫 427-0111 島田市阪本3352

優良賞 ローテローゼ 赤 輪 愛知 大須賀　慶　一 445-0042 西尾市宅野島町郷中65

優良賞 ブラックビューティー 赤 SP 愛知 彦　坂　守　人 441-3301 豊橋市老津町字森崎108

優良賞 アンティークレース ピンク SP 愛知 内　藤　完　次 444-0404 幡豆郡一色町野田上野田113

優良賞 コメットブルー 紫 SP 愛知 伊予田　智　行 444-0402 幡豆郡一色町大塚七反8

優良賞 ダンシングクイーン ピンク 輪 愛知 手　島　正　治 445-0044 西尾市鎌谷町中屋敷77

優良賞 インカ２０００ 複 輪 愛知 坂　口　敞　亮 441-3302 豊橋市杉山町林崎53

優良賞 ザ・テレサ ピンク 輪 愛知 林　　　正　幸 441-8116 豊橋市高田町字高田29-9

優良賞 ゴールドストライク 黄 輪 三重 大　仲　弘　紀 515-0505 伊勢市西豊浜町1920

優良賞 プリティーウーマン ピンク 輪 三重 丸　山　　　茂 514-2308 津市安濃町川西1534

優良賞 カンツォーネ 赤 輪 三重 野　中　穂　積 519-0502 伊勢市小俣町相合1110

優良賞 サンライト 黄 輪 三重 丸　山　　　茂 514-2308 津市安濃町川西1534

優良賞 ミスティック＋ クリーム 輪 三重 西　広　忠　司 515-2521 津市一志町井関783

優良賞 ミンテリア ピンク 輪 三重 山　川　康　寿 517-0216 志摩市磯部町栗木広260

優良賞 レモン＆ライム＋ 白 輪 滋賀 國　枝　武　夫 524-0045 守山市金森町784

優良賞 ローズユミ 白 輪 滋賀 田　淵　　　博 524-0012 守山市播磨田町997

優良賞 ロレックス 赤 輪 滋賀 杉　本　重　幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

優良賞 ベルサイユ ピンク 輪 滋賀 中　井　　　正 520-3324 甲賀郡甲南町森尻660

優良賞 オールドファンタジー ピンク SP 滋賀 杉　本　重　幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

優良賞 スイートオールド 白 SP 滋賀 杉　本　重　幸 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2292

優良賞 ピレネー 白 輪 奈良 中　筋　里　美 636-0925 生駒郡平群町越木塚774

優良賞 ブルーミルフィーユ 紫 輪 奈良 坂　上　　　昇 636-0936 生駒郡平群町福貴1528

優良賞 グリーンマジック 黄 2 奈良 谷　田　昌　信 636-0925 生駒郡平群町越木塚695

優良賞 ドマーニ 黄 輪 広島 今　井　　　清 737-0115 呉市広町4913-1

優良賞 オスカーシャイン 赤 輪 広島 今　井　　　清 737-0115 呉市広町4913-1
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賞名 品種 色 種類 支部名 氏名 住所

優良賞 トワクイーン ピンク 輪 広島 今　井　　　清 737-0115 呉市広町4913-1

優良賞 オールドダッチ 紫 SP 広島 田　中　　　明 737-2301 江田島市能美町中町2101

優良賞 オリビア 複 輪 広島 横　道　耕　一 737-1300 呉市倉橋町室尾11720

優良賞 ブライダルスプレー ピンク SP 愛媛 茎　田　則　彦 799-1303  西条市河原津50-1

優良賞 エクストリーム 茶 輪 福岡 田　代　政　弘 813-0001 福岡市東区大字唐原7-10-65

優良賞 ヴェラヴィータ ピンク 輪 福岡 広　瀬　俊　夫 819-0203 福岡市西区大字小田1594

優良賞 アルビレオ クリーム SP 福岡 袈裟丸　　　忍 819-0202 福岡市西区大字西浦845

優良賞 グリーンアロー グリーン SP 福岡 楢　崎　友　幸 819-1601 糸島郡二丈町大字深江966-1

優良賞 ベイブ オレンジ SP 佐賀 原　田　米　敏 840-0001 佐賀市巨勢町西分550

優良賞 M-ヴィンテージピンク ピンク SP 大分
（有）メルヘンローズ小畑和
敏 879-4405 玖珠郡玖珠町岩室1376

優良賞 M-ヴィンテージパール ピンク SP 大分
（有）メルヘンローズ小畑和
敏 879-4405 玖珠郡玖珠町岩室1376
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品種 色 種類 支部名 氏名
シャリテ クリーム 輪 山形 沖津嘉宏
ミッシェル ピンク 輪 山形 沖津嘉宏
レッドイントゥーション 赤 輪 茨城 須藤俊明
シャンティー 茶 輪 群馬 永井昭彦
グリーンアイス グリーン SP 群馬 横堀茂雄
アレキサンダー 黄 輪 神奈川 横山　猛
コスミック 茶 輪 神奈川 野崎富士夫
マニエールノワール ピンク 輪 神奈川 添田　清
チェリーブランディー オレンジ 輪 静岡西 大場　肇
キャラメルアンティーク 黄 輪 静岡西 岩田重悦
ホワイトチャップリン 白 SP 静岡西 永井儀一
コメットブルー 紫 SP 愛知 伊与田智行
ベビーロマンチカ オレンジ 輪 愛知 斎藤学佑男
ジプシーキュリオーサ 茶 SP 滋賀 杉本重幸
オールドダッチ 紫 SP 広島 田中　明
アンジェリーク ピンク SP 広島 今井　清
オリビア 茶 輪 広島 今井　清
ブライダルスプレー ピンク SP 愛媛 茎田則彦
オールドダッチ グリーン 輪 愛媛 吉本臣久
M-ビンテージパール ピンク 輪 大分 小畑和敏

品種 色 種類 支部名 氏名
レッドイントゥーション 赤 輪 茨城 須藤俊明
ティネケ 白 輪 埼玉 田中健一
ブリザード 白 輪 千葉 米田崇人
ジュリア 茶 輪 千葉 榎本雅夫
ミルバ オレンジ 輪 神奈川 熊沢　崇
ブラックティー 茶 輪 神奈川 浜田光輝
ローテローゼ 赤 輪 山梨 雨宮和人
デザート クリーム 輪 静岡西 北川　孝
マレーラ２００２ オレンジ 輪 静岡西 米村東一
オンリーワン ピンク 輪 静岡西 八木隼人
ロゼビアン 赤 輪 岐阜 古田　薫
コメットブルー 紫 SP 愛知 伊与田智行
ストロベリーパフェ ピンク SP 愛知 宮地勝利
ココチーノ 複色 SP 愛知 板倉基裕
ミルバ オレンジ 輪 滋賀 杉本重幸
ドマーニ 黄 輪 広島 今井　清
トワクィーン ピンク 輪 福岡 宗　勝彦
クリーミーエデン クリーム SP 福岡 富田幸利
エクストリーム 紫 輪 福岡 田代政弘
Ｍ－ビンテージピンク ピンク SP 大分 小畑和敏

品種 色 種類 支部名 氏名
カルーセル ピンク 輪 山形 荒木繁蔵
マンボ オレンジ ＳＰ 茨城 苅部　勝
アレキサンダー 黄 輪 神奈川 横山　猛
グリーンマジック 黄 輪 神奈川 小川　満
マニエールノワール ピンク 輪 神奈川 添田　清
湘南キャンディーレッド 赤 ＳＰ 神奈川 難波博文
マリアージュ ピンク ＳＰ 神奈川 伊藤祐次
アンシャンテ ピンク ＳＰ 神奈川 北村　睦
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ロゼビアン 赤 輪 長野　２ 春日健司
ブルゴーニュ 白 輪 静岡西 増田恵子
ブルーミルフィーユ 紫 輪 静岡西 戸塚誠也
フォンティーヌ ピンク ＳＰ 静岡西 山崎裕幸
アルビオレ グリーン ＳＰ 岐阜 和田純一
ジプシーキュリオーサ 茶 ＳＰ 滋賀 杉本重幸
スィートオールド 白 ＳＰ 滋賀 杉本重幸
グリーンマジック 黄 ＳＰ 奈良 谷田昌信
プロバンス 白赤 輪 広島 今井　清
サザンクロス グリーン 輪 広島 今井　清
トワカップ 白 輪 福岡 石川　功
Ｍ－ビンテージパール ピンク ＳＰ 大分 小畑和敏
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