
第５４回日本ばら切り花品評会　優良賞

支部名 NO 氏名 品種 色 輪・SP
北海道 11-02 吉田誠 ブロッサムピンク ピンク 輪
北海道 11-05 黄木実 エスキモー 白 輪
山形県 14-04 沖津嘉宏 エルミタージュ ピンク 輪
山形県 14-11 田澤幸弘 パルファンフレ ピンク 輪
茨城県 16-15 須藤俊明 スィートリディア ピンク ＳＰ
茨城県 16-18 小松興平 スィートアヴァランチェ＋ ピンク 輪
栃木県 17-01 横山貴一 ダージマハル ピンク 輪
栃木県 17-02 横山貴一 エクレール グリーン ＳＰ
栃木県 17-10 山口鶴千代 リメンブランス ピンク 輪
栃木県 17-11 岡田隆一 レッドスター 赤 輪
群馬県 18-03 横堀茂雄 ラプソディー 複色 輪
群馬県 18-21 大谷吉伸 フェイム ピンク 輪
群馬県 18-23 吉澤一矢 フィスタ 複色 輪
群馬県 18-30 樋口修一 アヴァランチェ＋ 白 輪
群馬県 18-34 小倉佐行 アイリーン ピンク ＳＰ
群馬県 18-35 小倉佐行 シューティングスター 黄色 ＳＰ
群馬県 18-42 諸田千代子 スーパーグリーン グリーン 輪
群馬県 18-44 林謙蔵 レッドスター 赤 輪
群馬県 18-65 今井善圓 ブロッサムピンク ピンク 輪
群馬県 18-69 齋藤治一 ロイヤルウエディング ピンク 輪
埼玉県 19-02 町田静吾 ミルバ オレンジ 輪
埼玉県 19-04 上原正吉 サムライ 赤 輪
埼玉県 19-07 猪鼻満 レッドスター 赤 輪
埼玉県 19-18 金子伸昭 ライム グリーン 輪
埼玉県 19-22 坂本隆 テレサ ピンク 輪
埼玉県 19-23 松沢欣司 サムライ 赤 輪
埼玉県 19-25 松沢欣司 レモネード グリーン ＳＰ
埼玉県 19-28 田中健一 サラ クリーム ＳＰ
埼玉県 19-31 田中基義 サムライ 赤 輪
千葉県 20-01 榎本雅夫 ルージュロワイヤル その他 輪
東京都 21-02 簔口弘一 ザ・テレサ ピンク 輪
東京都 21-05 宮本泰明 マードレ＋ 赤 輪
東京都 21-08 簔口弘一 ジュピター 黄色 輪
神奈川県 22-18 横山猛 レッドインテューション 複色 輪
神奈川県 22-30 藤間功一 バニラスカイ 黄色 輪
神奈川県 22-40 添田清 テナチュール 紫 輪
神奈川県 22-41 添田清 シェドゥーブル 白 輪
長野県 24-02 保科利徳 ラプソディー ピンク 輪
長野県 24-03 堀木正良 スインティ・ロマ 複色 ＳＰ
静岡県東 25-03 芹澤直己 シェドゥーブル 白 輪
静岡県西 26-08 鈴木清吾 彩 白 輪
静岡県西 26-10 北川慎悟 スウィートアバランチェ＋ ピンク 輪
静岡県西 26-24 岩田重悦 カルビビューム オレンジ 輪
静岡県西 26-27 山崎祐治 ブルーミルフィーユ 紫 輪
静岡県西 26-28 山本哲也 サムライ０８ 赤 輪
静岡県西 26-34 大場堅司 ベイブ オレンジ ＳＰ
静岡県西 26-35 大場肇 アンティークブーケ ピンク ＳＰ
静岡県西 26-39 広住喜宏 サフィーア ピンク 輪
静岡県西 26-44 増田佳子 レッドフランス 赤 輪
静岡県西 26-46 永井和美 パーティガール ピンク ＳＰ
静岡県西 26-49 岡部洋介 ブロッサムピンク ピンク 輪
岐阜県 30-06 野田幸広 パーティラナンキュラ 複色 輪
愛知県 31-02 園部道生 リバイバル ピンク 輪
愛知県 31-12 柴田正彦 シルク ピンク 輪
愛知県 31-27 天野真光 ゴールドラッシュ 黄色 輪



愛知県 31-45 酒井誠 ミルバゴールド オレンジ 輪
三重県 32-02 大仲弘紀 サムライ 赤 輪
三重県 32-04 薮木孝昭 ピンクテディー ピンク 輪
三重県 32-07 大仲正人 クールウォーター 紫 輪
三重県 32-11 藤原和輝 ブロッサムピンク ピンク 輪
三重県 32-13 藤原徹也 ダンシングクイーン クリーム 輪
三重県 32-14 薮木孝昭 マイガール ピンク 輪
三重県 32-15 大仲正人 ラプソディー ピンク 輪
滋賀県 33-03 杉本重幸 ダーシー 赤 輪
滋賀県 33-05 杉本重幸 シンベリン ピンク 輪
滋賀県 33-13 大井農園 アプリコットファンデーションオレンジ 輪
滋賀県 33-20 田淵博 マルダムール 紫 輪
奈良県 36-01 藤枝仁 ベェラヴィータ ピンク 輪
奈良県 36-05 奥田兼一 オークランド オレンジ 輪
奈良県 36-18 上西通夫 オールドファンタジー ピンク ＳＰ
和歌山県 37-01 山本修功 アマダ 赤 輪
岡山県 40-04 大内賢治 ブロッサムピンク ピンク 輪
広島県 41-03 今井清 メインキャスト 赤 輪
広島県 41-05 今井清 オールインピーチ オレンジ 輪
広島県 41-07 小滝ばら園 アンネマリー 白 輪
広島県 41-16 田中ローズガサムライ０８ 赤 輪
広島県 41-18 今井清 マンダリンガーネット オレンジ ＳＰ
広島県 41-22 今井清 パークアベニュープリンセスクリーム 輪
広島県 41-23 今井清 カナリアスイート 黄色 輪
福岡県 47-02 冨田幸治 ミスティックサラ（ダルピンクピンク ＳＰ
福岡県 47-09 花田延喜 アレグリア オレンジ ＳＰ
福岡県 47-10 宗　清彦 ブロッサムピンク ピンク 輪
佐賀県 48-07 鬼崎康弘 サラ クリーム ＳＰ
佐賀県 48-12 近藤敬介 ラブリーリディア ピンク ＳＰ
佐賀県 48-15 原高繁 メモリア ピンク ＳＰ
長崎県 49-04 池田和正 ルビーレッド その他 輪
大分県 50-04 （有）メルヘン M-ヴィンテージフラール ピンク ＳＰ


