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全国茶品評会特別賞受賞者（福岡県関係）

回 年 主催県
農林水産大臣 生産局長(12年まで農産園芸局長） (公社)日本茶業中央会長 全国茶生産団体連合会長 全国茶商工業協同組合理事長

冠　堀川皆次（黒木町）
冠　産地賞（黒木町）

17 38 静　岡 冠　松尾三男（黒木町）
19 40 静　岡 玉　倉住憲充（星野村）
20 41 三　重 冠　松延忠市（黒木町） 冠　松延忠市（黒木町）

煎　宮園久応（黒木町） 煎　斉藤一二（八女市）
冠　山科暢行（星野村） 玉　宮崎忠男（星野村）
玉　倉住憲允（星野村） 冠　森松安太（星野村）

蒸　江崎　茂（八女市）
22 43 滋　賀 冠　山科暢之（星野村） 玉　久間繁五郎（上陽町） 冠　山科暢之（星野村）
23 44 静　岡 玉　原口重信（星野村）
27 48 埼　玉 玉　山科暢之（星野村）
28 49 鹿児島 玉　浅田周作（星野村）
31 52 静　岡 煎　古川　新（八女市）
32 53 京　都 煎　原島典男（矢部村） 煎　原島典男（矢部村）
33 54 佐　賀 玉露 産地賞（星野村） 玉　山科和久（星野村） 玉　山科住義（星野村） 玉　久間猛之（上陽町）
34 55 中央会 玉　仁田原正明（黒木町） 玉　山科福義（星野村）

玉　豊田邦明（黒木町） 玉　坂田安男（黒木町） 玉　山口泰義（星野村） 玉　内藤政行（黒木町）

煎　古川　新（八女市） 玉　坂田安男（黒木町）
玉　内藤政行（黒木町）

玉　古川恒夫（矢部村） 煎　八女中央茶共同組合 煎　古川　新（八女市）
　　　代表　西江敏行（八女市） 煎　古川吉平（矢部村）
玉　井上仁司（上陽町） 玉　星野製茶園代表山口泰義（星野）

煎　溝田　剛（八女市） 煎　桐明靖広（八女市） 煎　郷田雅美（八女市） 煎　八女中央茶共同組合代表 煎　筑後市農協茶青年の会築山格

煎　古川恒喜（矢部村） 煎　古川直樹（八女市） 煎　原嶋猛夫（矢部村） 　　　　　西江敏行（八女市） 煎　筑後市農協茶青年の会永松重孝
玉　本星野製茶代表末崎定治（星野村） 煎　松延武郎（八女市） 玉　仁田原正明（黒木町） 玉　松崎武雄（上陽町） 煎　平井隆一郎（八女市）
玉　轟製茶代表梅野伊佐夫（星野村） 煎　松延利博（八女市） 玉　小山田幹男（黒木町） 玉　井上只行（上陽町） 煎　筑後市農協茶青年の会永松秀明

玉　高木八郎（上陽町） 玉　上小野製茶代表原口豊喜（星野）

玉　七区製茶代表山科住義（星野村）

蒸　松延利博（八女市）

玉　宮園重生（黒木町） 玉　井上静夫（上陽町） 煎　斉藤　元（八女市） 玉　橋本繁行（黒木町）

41 62 中央会 玉　原口製茶代表原口幸人（星野） 玉　小柳清治（黒木町）
玉　原口製茶代表原口幸人（星野） 玉　松延正博（黒木町） 玉　宮園重生（黒木町） 玉　鶴元敏夫（星野村）

43 Ｈ１ 京　都 煎　松延伸治（八女市）
中央会 玉　浅田周作（星野村） 玉　松延正博（黒木町） 玉　小柳清治（黒木町）

（審）鹿児島

玉　笛田藤男（星野村）

玉　笛田藤雄（星野村） 玉　原口製茶代表原口俊時（星野） 玉　笛田秀雄（星野村）

47 5 熊　本 玉　笛田文香（星野村） 玉　原口製茶代表原口俊時（星野） 玉　笛田秀雄（星野村）
48 6 三　重 玉　原口製茶代表原口俊時（星野）

49 7 宮　崎 玉　山口毅利（星野村） 玉　山口勇製茶代表山口豪吉（星野） 玉　本星野共同製茶代表高木真一郎（星野） 玉　山科敏治（星野村） 玉　伊藤恵好（星野村）
玉　笛田秀雄（星野村） 玉　山口豪吉（星野村） 玉　小川　薫（黒木町） 玉　柴田一美（星野村） 玉　原口俊時（星野村）

玉　田中幸一郎（星野村）
中央会 玉　山口和則（星野村） 煎　（農）八女中央茶共同

（審）鹿児島 　　　組合代表野田広次
玉　笛田文香（星野村） 玉　秋山良男（黒木町） 玉　柴田一美（星野村） 玉　末崎テル子（星野村）
煎　(農)八女中央茶共同組合野上治男 煎　野上治男（八女市） 煎　山口照夫（黒木町） 玉　松本忠利（黒木町）

54 12 埼　玉 （以降、生産局長賞に名称変更） 煎　緒方一範（黒木町） 煎　（農）彩　香 玉　山下豊宣（星野村）
玉　西尾　誠（黒木町） 玉　竹下逸夫（上陽町） 玉　宮園重生（黒木町）

玉　山口英昭（星野村） 玉　山口豪吉（星野村） 煎　（農）彩香

玉　宮原義昭（星野村） 玉　長野実登志（矢部村） 玉　山口英昭（星野村） 玉　緒方健吾（黒木町）
玉露優勝旗（福岡県）・産地賞　星野村
玉　杉本正之（黒木町） 玉　笛田秀雄（星野村） 玉　宮園重生（黒木町） 玉　山口英昭（星野村）

煎　（有）グリーンワールド八女（八女） 玉　中尾与三行（上陽町） 玉　松本勲（黒木町） 煎　（農）彩香（八女市） 玉　竹下逸夫（上陽町）
煎　築山博文（筑後市） 冠　（農）星野緑茶組合　塚本正義 玉　緒方一己（黒木町） 玉　金子　守（上陽町） 煎　永松和也（筑後市）
玉　立石安範（星野村） 煎　井手久幸（八女市） 煎　（農）彩香（八女市） 煎　（農）八女美緑園製茶（八女市） 煎　角　正光（筑後市）
冠　岳　和喜（黒木町） 玉　城　昌雄（黒木町） 煎　郷田雅博（八女市） 煎（有）グリーンワールド八女（八女市） 煎　松延久登（八女市）
煎　（農）八女中央茶共同組合（八女） 煎　角　保徳（筑後市） 煎　松延英博（八女市） 煎　池田　透（八女市）
煎茶(10kg）産地賞（優勝旗）八女市・玉露産地賞（優勝旗）　黒木町
玉　立石保子（星野村） 玉　山口豪吉（星野村） 玉　鍋島　勝（黒木町） 玉　笠原緑茶組合松本勲（黒木町）

玉露産地賞（優勝旗）　星野村
玉　伊藤恵好(星野村)
煎4kg　(農)彩香(八女市)

玉露産地賞(優勝旗)星野村・玉露産地賞(2位)八女市・煎茶10kg産地賞(2位)八女市
玉　山口和則（星野村） 玉　堤　靖夫(黒木町)
煎　（農）八女中央茶共同組合
　　代表　中嶋実　(八女市)

玉露産地賞(優勝旗)星野村・玉露産地賞(2位)黒木町・玉露産地賞(3位)八女市・煎茶10kg産地賞(2位)八女市
玉　立石安範(星野村) 玉　立石保子（星野村） 玉　金子　守(八女市上陽) 玉　井上一美（八女市上陽） 煎4kg　（農）八女中央茶共同組合（八女）

玉露産地賞(優勝旗)星野村・玉露産地賞(2位)黒木町・玉露産地賞(3位)八女市・煎茶10kg産地賞(2位)八女市
玉　金子　守(八女市上陽) 玉　小山田幹男(八女市黒木) 玉　山口英昭（八女市星野） 玉　宮原義昭(八女市星野)
玉露産地賞（優勝旗）　八女市

玉　山口豪吉（八女市星野） 玉　(農)笠原茶製造所　茶の実庵

煎　緒方一範(八女市黒木) 　代表　小松保夫(八女市黒木)

玉　金子　守(八女市上陽)
玉　立石保子(八女市星野)

玉　堀川祐助（八女市黒木）
玉　栗原昭夫（八女市矢部）

煎茶（4kg）（農）八女美緑園製茶 煎茶４kg （農）八女美緑園製茶
　　　山﨑隼平（八女市） 　代表　古川昭俊　(八女市)

玉　栗原昭夫（八女市矢部）
玉　竹下逸夫（八女市上陽）

玉　井上一美（八女市上陽） 玉　金子　守(八女市上陽) 玉　竹下逸夫（八女市上陽） 玉　新枝折製茶工場
　　 城　昌史（八女市黒木）

玉　立石文孝（八女市星野）

玉　宮原義昭（八女市星野） 玉　井上元己（八女市上陽） 玉　馬場　満（八女市上陽） 玉　新枝折共同製茶工場
　　 城　昌史（八女市黒木）

玉　（農）みどり園大渕
　　　坂田輝彦（八女市黒木）

玉　久間正大　(八女市上陽) 玉　井上元己（八女市上陽） 玉　山口孝臣(八女市星野) 玉　宮原義昭（八女市星野）

玉露優勝旗　福岡県・玉露産地賞　黒木町

玉露優勝旗　福岡県　　

玉露優勝旗　福岡県・玉露産地賞　黒木町

玉露産地賞（優勝旗）八女市

玉露産地賞（優勝旗）八女市・普通煎茶10kg産地賞（3位）八女市・てん茶産地賞（3位）八女市

67 25 京　都
玉露産地賞（優勝旗）八女市

玉　元村　泉（八女市黒木）

玉　宮原義昭（八女市星野）

玉　松尾健一（八女市黒木） 玉　馬場　満（八女市上陽）

玉露産地賞（優勝旗）八女市・煎茶4kg産地賞（2位）八女市

玉　立石安範(星野村) 玉　宮原義昭(星野村)
煎　（農）彩香

玉　堀川祐助(八女市黒木) 玉　山口浩志（八女市星野） 玉　宮原義昭(八女市星野)

玉　倉住　努(八女市星野)

玉露産地賞（優勝旗）八女市・煎茶4kg産地賞（2位）八女市

66 24 静　岡
玉露産地賞（優勝旗）八女市・普通煎茶10ｋｇ産地賞(2位)八女市

玉　倉住努(八女市星野)

65 23 鹿児島
玉　立石安範(八女市星野) 玉　馬場　満(八女市黒木)

玉露産地賞（優勝旗）八女市・煎茶10kg産地賞（3位）八女市

玉露産地賞（優勝旗）八女市・煎茶10kg産地賞（3位）八女市

16 ｓ37 鹿児島

71 29 長　崎

26 宮　崎

静　岡

三　重
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玉露産地賞（優勝旗）黒木町　　

38 59 福　岡

玉露産地賞（３位）星野村

64 22 奈　良

玉　梅野　守（星野村）

玉　小川　薫（黒木町）

玉　立石安範(星野村) 玉　笛田フミカ(星野村) 玉　宮原義昭(星野村) 煎　（農）八女中央茶共同組合（八女）

玉露優勝旗（福岡県）・産地賞　星野村

玉露優勝旗（福岡県）・　産地賞　星野村

玉露優勝旗　福岡県　　玉露産地賞　黒木町

玉露優勝旗（福岡県）・産地賞　黒木町

62 20 熊　本

2163 埼　玉

60 18 静　岡

61 19 滋　賀

鹿児島

静　岡

59 17 福　岡
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58 16 愛　知
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51 9

53 11

55 三　重

42 63 静　岡

44 Ｈ２
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37

5736

静　岡

埼　玉

45

玉露優勝旗（福岡県）・産地賞　星野村

玉露優勝旗　福岡県　　

煎茶 産地賞（優勝旗）福岡県・玉露産地賞（優勝旗）星野村

鹿児島

佐　賀

21 42 福　岡

58 愛　知

72 30 静　岡

静　岡

35 56 熊　本

埼　玉

40 61

玉　山口豪吉(八女市星野)
玉　山口孝臣(八女市星野)

玉　馬場満（八女市上陽）

玉　栗原製茶
　　 栗原昭夫(八女市矢部)

玉　南小屋共同製茶工場
　　 大久保忠（八女市黒木)

玉　宮原義昭（八女市星野）玉　(農)みどり園大渕
　　野中利彦(八女市黒木)

玉　栗原製茶
　　 

玉　倉住努(八女市星野)



九州茶品評会特別賞受賞者（福岡県関係）

特別賞受賞者

農林水産大臣 生産局長（12年まで農産園芸局長) 九州農政局長 (社)日本茶業中央会長 全国茶生産団体連合会長 全国茶商工業協同組合連合会理事長 日本茶業技術協会長賞

1 S39 宮崎
2 40 熊本 玉　山科暢之（星野村）
3 41 鹿児島 玉　川崎製茶工場（星野村）
4 42 大分 福岡県で全国茶品評会開催のため、九州茶品評会なし。
5 43 佐賀 玉　星野村 玉　末崎政記（星野村） 玉　川崎末広（星野村）

煎　古川　新（八女市） 煎　秋山　渡（八女市） 煎　斉藤製茶工場（八女市）
玉　原口重信（星野村） 玉　山口俊蔵（星野村） 玉　樋口隼人（星野村）

蒸　池田竹次（八女市） 蒸　池田福夫（八女市）
黒木町 玉　林田　力（黒木町） 煎　松崎利則（上陽町） 玉　田中七郎（星野村）

玉　松尾　光（黒木町）
蒸　池田朋次（八女市）

8 46 宮崎 品評会なし。
9 47 熊本 玉　倉住憲允（星野村） 玉　宮崎忠男（星野村）
10 48 鹿児島 品評会なし。
11 49 佐賀 玉　小松保夫（黒木町） 玉　松野久雄（黒木町）
12 50 大分　 品評会なし。
13 51 福岡 宮崎県で全国大会開催のため品評会なし。

煎　牛島賢一（八女市） 玉　宮園一男（黒木町） 玉　鶴元敏夫（星野村）
玉　樋口　均（星野村）

15 53 宮崎 玉　八女市 玉　八女市農協茶業部会 玉　上陽銘茶研究会 玉　黒木町周　松尾実俊
16 54 熊本 佐賀県で全国大会のため品評会なし。
17 55 鹿児島 玉　星野村 玉　鶴元敏夫（星野村） 玉　鶴元幸敏（星野村） 玉　大住　毅（上陽町）
18 56 大分 熊本県で全国大会のため品評会なし。

玉　上陽町 玉　三浦敏幸（黒木町） 煎　古川直樹（八女市） 煎　平井隆一郎（八女市）
玉　野中嘉市（上陽町）

煎　斉藤　元(八女市) 煎　原嶋猛夫(矢部村) 煎　牛島徹也(八女市)
玉　田の原製茶共同 煎　渡辺敏弘(八女市) 煎　古川直樹(八女市)
　　代表　鶴元敏夫(星野村) 玉　七区製茶工場 玉　笛田岩夫(星野村)

　　代表　山科住義(星野村)　 玉　井手一行(八女市)
21 59 長崎 福岡県で全国茶品評会開催のため、九州茶品評会なし。

煎　八女市 煎　古川直樹(八女市) 煎　築山　格(筑後市) 煎　平井隆一郎（八女市）
玉　黒木町 玉　村方氏治(黒木町) 煎　溝田義輝(八女市)
煎　八女市 煎　松延孝郎(八女市) 煎　牛島徹也(八女市)
玉　黒木町 玉　溝田良一(上陽町) 玉　木屋茶業研究会

　代表　仁田原定彦(黒木町)　
玉　星野村 玉　小柳清治(黒木町) 玉　寄共同製茶工場

　　　馬場朝義（星野村）
25 H１ 大分 品評会なし。お茶まつりのみ

玉　星野村 煎　八女中央茶代表野上久人(八女市) 煎　松延伸治(八女市) 煎　平井隆一郎(八女市)
煎　八女市 玉　原口　豊(星野村) 玉　栗原吉平(矢部村)
玉　星野村 煎　松延英博(八女市) 煎　永松和也(筑後市) 煎　秋山礼史郎(八女市) 煎　永松秀明(筑後市) 煎　斉藤元(八女市) 煎　角隆博(筑後市)
煎　八女市 玉　原口宏信(星野村) 煎　牛島徹也(八女市) 煎　八女中央茶代表野上久人(八女市) 玉　内藤和彦(黒木町) 玉　栗原吉平(矢部村) 玉　原口製茶代表　原口俊時(星野村)

玉　堀川祐助（黒木町） 玉　竹下逸夫(上陽町)
玉　星野村 煎　斉藤　元(八女市) 煎　斎藤喜佐男(八女市) 煎　平井照也(八女市) 煎　斎藤信代(八女市) 煎　郷田雅美(八女市)
煎　八女市 玉　末崎一之(星野村) 玉　笛田文香(星野村) 玉　山口豪吉(星野村) 玉　原口廣信(星野村)

5 熊本県で全国大会のため品評会なし。
29 6 宮崎 玉　星野村 玉　末崎一之(星野村) 煎　八女中央茶代表野田広次(八女市)　玉　伊　玉　江崎勝彦(星野村) 玉　伊藤直喜(星野村)

7 宮崎県で全国大会開催のため品評会なし。
30 8 熊本 玉　星野村 玉　川崎秀文(星野村) 玉　山口和則(星野村) 玉　山口英昭(星野村)
31 9 鹿児島 玉　星野村 玉　笛田文香(星野村) 玉　高木藤義(星野村) 玉　梅野伊佐夫(星野村)
32 10 大分 玉　星野村 玉　今村友彦(星野村) 玉　堀川祐助(黒木町) 玉　梅野伊佐夫(星野村)

11 佐賀県で全国大会のため品評会なし。
玉　星野村 煎　(農)彩香代表桐明靖廣(八女市) 煎　(有)グリーワールド八女古川隆二 煎　八女市東部開発茶生産組合 煎　松延英博(八女市) 煎　松延成一(八女市) 煎　(農)彩香(八女市)
煎　八女市 玉　長野実登志(矢部村) 　　　　(八女市) 　　　　斎藤　元(八女市) 煎　郷田雅博(八女市) 煎　斎藤信一(八女市) 玉　三宅潔(黒木町)

玉　笛田豊栄(星野村) 玉　柴田淳子(星野村) 玉　竹下逸夫(上陽町)
34 13 長崎 玉　星野村 玉　笛田秀雄(星野村) 玉　梅野カスミ(星野村) 玉　山口英昭(星野村) 煎　池田透(八女市) 玉　山口金利(星野村)

14 鹿児島県で全国大会開催のため品評会なし
35 15 宮崎 玉　星野村 玉　小川薫(黒木町) 玉　伊藤直喜(星野村) 玉　宮原義昭(星野村)
36 16 熊本 玉　星野村 玉　笛田秀雄(星野村) 玉　宮原義昭(星野村) 玉　山口和則(星野村) 煎　池田透(八女市)

17 福岡県で全国茶品評会開催のため、九州茶品評会なし。
37 18 鹿児島 玉　星野村 玉　笛田秀雄(星野村) 玉　梅野守(星野村) 玉　山口豪吉(星野村) 玉　梅野芳男(星野村)
38 19 大分県 九州茶業振興大会のみで茶品評会なし

20 熊本県で全国大会のため品評会なし。
玉　八女市 玉　金子守（八女市上陽） 玉　井上一美(八女市上陽) 玉　竹下逸夫（八女市上陽） 玉　宮原義昭（星野村）

玉　八女市 玉　(農)笠原茶製造所茶の実庵(八女市黒木) 玉　城昌雄（八女市黒木） 玉　原嶋猛夫（八女市矢部） 玉　栗原秀治（八女市矢部） 玉　城昌史（八女市黒木） 玉　金子守（八女市上陽） 煎　亀甲製茶園 斉藤信一（八女市）
煎　八女市 煎　(農)彩香　桐明靖廣(八女市) 煎　(農）八女中央茶協同組合 中嶋実(八女市) 煎　郷田雅博(八女市) 煎　角　信（筑後市） 煎　熊ノ川緑茶協同組合 梅野英敏(八女市立花)

煎　(農）八女美緑園　古川明俊(八女市)
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福岡県茶共進会特別賞受賞者

回 　年 　開催地 農林水産大臣賞 　　農林省園芸局長賞 　九州農政局長賞 福岡県知事賞 福岡県議会議長賞 　(公社)日本茶業中央会長賞 全国茶生産団体連合会長賞 福岡県農業協同組合中央会長賞 　全農福岡県本部長賞 　福岡県農業会議会長賞 日本茶業機械工業会長賞 福岡県茶商工業協同組合理事長賞 福岡県茶生産組合連合会長賞

玉　山科暢之(星野村) 玉　松尾実俊(黒木町) 玉　山科暢之(星野村) 玉　山科暢之(星野村)
煎　中村由喜雄(広川町) 煎　中村由喜雄(広川町) 煎　中村由喜雄(広川町)

玉　樋口隼人（星野村） 煎　原口幸人(星野村)
玉　山科暢之(星野村)

玉　末崎和徳(星野村) 玉　山科暢之(星野村) 玉　末崎和徳(星野村) 玉　石橋高雄(星野村)
煎　井手一行(八女市) 玉　山科暢之(星野村) 煎　井手一行(八女市)

玉　原口重信(星野村) 煎　柏木茶業研究会代表宮園光生 玉　森松安太(星野村) 玉　原口重信(星野村) 玉　原口重信(星野村)、森松安太(星野村)
玉　森松安太(星野村) 煎　宮園敏雄(八女市) 煎　柏木茶業研究会代表宮園光生 煎　柏木茶業研究会代表宮園光生、宮園敏雄(八女市)

45 茶園共進会のみ開催
玉　倉住　孝(星野村) 玉　倉住憲充(星野村)

煎　樋口八郎(浮羽町)
玉　宇佐甚市(黒木町) 玉　山口馨吾(星野村)

煎　林田高次(黒木町)
玉　樋口八郎(星野村) 玉　篠原次夫(上陽町) 玉　樋口静雄(星野村) 煎　中村　実(上陽町) 玉　室園喜八(黒木町) 玉　末崎政記(星野村)

煎　日出協同製茶代表栗原武(矢部村)

玉　末崎博利(星野村) 玉　樋口静雄(星野村) 玉　高木良之(星野村) 煎　堀下信義(矢部村) 玉　井上修一(上陽町) 玉　倉住憲允(星野村)
煎　山神工場代表月足稔(黒木町)

玉　篠原次夫(上陽町) 玉　井上賢治(上陽町) 玉　山科義之(星野村) 煎　手島志農夫(甘木市) 煎　手島永次郎(甘木市) 玉　大住　榊(上陽町) 玉　井上修一(上陽町)
煎　手島国勝(甘木市)

玉　篠原次夫(上陽町) 玉　大住　毅(上陽町) 玉　山科義之(星野村) 煎　手島永次郎(甘木市) 煎　手島隆生(八女市) 玉　井上賢治(上陽町) 玉　樋口静雄(星野村)
煎　手島国勝(甘木市)

玉　大住　毅(上陽町) 玉　鶴元敏雄(星野村) 玉　篠原次夫(上陽町) 煎　池田福男(八女市) 煎　八女中央茶共同組合(八女市) 玉　山科義之(星野村) 玉　末崎定治(星野村) 玉　井上賢治(上陽町) 玉　原口豊喜(星野村) 玉　和住　守(上陽町)
煎　古川直樹(八女市) 煎　今福製茶　松延利博(八女市)

玉　桐明広二(八女市) 玉　篠原保治(上陽町) 玉　鶴元敏夫(星野村) 煎　平井光興(八女市) 煎　手島永次郎(甘木市) 玉　篠原孝春(上陽町) 玉　山科義之(星野村) 玉　高木良之(星野村) 玉　松本　勲(黒木町) 玉　松尾章三郎(黒木町)
煎　松延利博(八女市)

玉　野中ヒロ子(上陽町) 玉　鶴元敏夫(星野村) 玉　仁田原新平(黒木町) 煎　松延正弘(八女市) 煎　古川直樹(八女市) 玉　三浦敏幸(黒木町) 玉　坂田安男(黒木町) 玉　松崎武雄(上陽町) 煎　斎藤郁夫(八女市) 玉　松本　勲(黒木町)
煎　斎藤　元(八女市)

玉　井上静夫(上陽町) 玉　野中ヒロ子(上陽町) 玉　野中隆博(上陽町) 煎　原嶋猛夫(矢部村) 煎　平井隆一郎(八女市) 玉　坂田安男(黒木町) 玉　井上一美(上陽町) 玉　三浦敏幸(黒木町) 煎　八女中央茶共同組合(八女市) 玉　三浦義弘(黒木町)
煎　古川直樹(八女市)

58 茶園共進会のみ開催
59 茶園共進会のみ開催

玉　井上賢治(上陽町) 煎　丸和製茶代表松延和弘(八女市) 煎　桐明靖広(八女市) 玉　井上民良(上陽町) 玉　井上静夫(上陽町) 玉　松崎武雄(上陽町) 煎　古川製茶園古川恒喜(矢部村) 玉　三浦義弘(黒木町)
玉　大住秋義(上陽町)

玉　堀川祐助(黒木町) 煎　古川園製茶古川恒夫(矢部村) 煎　丸和製茶松延和弘(八女市) 玉　栗原久助(矢部村) 煎　八女中央茶共同組合 玉　堀川英一郎(黒木町) 玉　井上正彦(上陽町) 玉　山口博文(黒木町)
玉　三浦敏幸(黒木町) 　　代表　西江敏幸(八女市)

玉　江上辰雄(上陽町) 煎　原島政司(矢部村) 玉　江頭和弥(星野村) 煎　栗原健志郎(矢部村) 玉　井上賢治(上陽町) 玉　坂田安男(黒木町) 玉　篠原保治(上陽町) 煎　八女中央茶共同組合 玉　松崎武雄(上陽町)
玉　井上静夫(上陽町) 　　代表　野上久人(八女市)

玉　坂田安男(黒木町) 煎　原嶋猛夫(矢部村) 玉　森　照芳(上陽町) 煎　堀江清司(浮羽町) 玉　内藤　勲(黒木町) 煎　堀江清成(浮羽町) 玉　中村照利(上陽町) 煎　山口俊之(星野村) 玉　梅野伊佐夫(星野村)
玉　森松清隆(星野村)

玉　原口幸人(星野村) 煎　斎藤茶園　斎藤元(八女市) 玉　堀川清和(黒木町) 煎　八女中央茶共同組合 玉　堀川英一郎(黒木町) 煎　後の江製茶　牛嶋徹也(八女市) 玉　伊藤直喜(星野村) 玉　鶴元敏夫(星野村) 玉　出雲義夫(黒木町)
玉　三浦敏幸(黒木町) 　　代表　野上久人(八女市)

玉　堀川祐助(黒木町) 煎　郷田製茶郷田雅博(八女市) 玉　松崎光浩(上陽町) 煎　後の江製茶　牛嶋徹也(八女市) 玉　三浦敏幸(黒木町) 煎　斎藤茶園　斎藤元(八女市) 玉　江頭和弥(星野村) 煎　八女中央茶共同組合 玉　樋口八郎(星野村)
玉　内藤　勲(黒木町) 　　代表　野上久人(八女市)

3 茶園共進会のみ開催
玉　伊藤直喜(星野村) 玉　三浦敏幸(黒木町) 煎　西今福製茶　松延英博(八女市) 流煎　平井照也(八女市) 玉　山口秀昭(星野村) 玉　竹下貞子(星野村) 煎　仙頭達也(黒木町) 玉　立石文孝(星野村) 流煎　住吉高男(八女市)

煎　八女中央茶共同組合代表野上久人

流煎　井上正彦（上陽町）
玉　堀川祐助(黒木町) 玉　小柳清治(黒木町) 煎　溝田耕一(黒木町) 玉　内藤　勲(黒木町) 流煎　平井隆一郎(八女市) 煎　野中常二(黒木町) 玉　柴田淳子(星野村) 流煎　八女中央茶共同組合(八女市) 煎　西尾　誠(黒木町) 玉　竹ノ内　正(黒木町) 玉　山科住義(星野村)

煎　原島政司(矢部村)
流煎　牛嶋徹也(八女市)

煎　原島政司(矢部村) 玉　小川　薫(黒木町) 玉　伊藤直喜(星野村) 玉　伊藤恵好(星野村) 玉　長野実登志(矢部村) 流煎　後の江製茶　牛嶋徹也(八女市) 玉　笛田高男(星野村) 煎　林田フサミ(黒木町) 流煎　永松秀明(筑後市) 玉　山口豪吉(星野村) 玉　原口製茶工場代表原口廣信(星野)

煎　西尾　誠(黒木町)
流煎　今福製茶(八女市)

玉　川崎末弘(星野村) ※この年以降、煎茶は流通 玉　川崎洋子(星野村) 玉　梅野カスミ(星野村) 煎　江島製茶　江島一信(八女市) 煎　竹下逸夫(上陽町) 玉　江崎勝彦(星野村) 煎　後の江製茶　牛嶋徹也(八女市) 玉　柴田淳子(星野村) 煎　永松秀明(筑後市) 玉　笛田文香(星野村) 玉　柴田和代(星野村)
煎茶での共進会となる 煎　後の江製茶　牛島賢一(八女市)

玉　田中昇次(星野村) 煎　西今福製茶　松延英博(八女市) 玉　梅野勝義(星野村) 煎　永松和也(筑後市) 玉　原口俊時(星野村) 煎　久木原秀登(上陽町) 玉　山口英昭星野村) 煎　平井銘茶　平井照也(八女市) 玉　今村友彦(星野村) 煎　久木原妙子(上陽町)
玉　山口豪吉(星野村)

玉　梅野伊佐夫(星野村) 煎　井上徳夫(上陽町) 煎　中尾与三行(上陽町) 玉　高木清一郎(星野村) 煎　原島政司(矢部村) 玉　末崎一之(星野村) 玉　伊藤直喜(星野村) 煎　井上義信(上陽町) 玉　笛田秀雄(星野村) 煎　牛嶋製茶　牛嶋徹也(八女市) 玉　末崎四人男(星野村)
玉　山口和則(星野村)

煎　中尾与三行(上陽町) 玉　笛田秀雄(星野村) 玉　長野美代子(星野村) 煎　栗原松男(矢部村) 玉　山口英昭(星野村) 煎　金子　守(上陽町) 玉　柴田久美子(星野村) 煎　堀江豊久(浮羽町) 玉　今村フチエ(星野村) 煎　八女中央茶青年部(八女市) 煎　栗原清次(矢部村)
煎　井上義信(上陽町)

玉　伊藤恵好(星野村) 煎　竹下絵美(上陽町) 煎　松延正博(黒木町) 玉　山科住義(星野村) 煎　金子こずえ(上陽町) 玉　高木真一郎(星野村) 煎　八女中央茶青年部(八女市) 玉　山科裕喜(星野村) 煎　久木原俊満(上陽町) 玉　江頭昌宏(星野村) 煎　田村祐司(豊前市)
煎　中尾キミ子(上陽町) 玉　笛田文香(星野村)
玉　中尾与三行(上陽町) 玉　末崎康子(星野村) 玉　冨田川宗平(黒木町) 煎　丸永製茶　永松秀明(筑後市) 玉　伊藤直喜(星野村) 煎　中尾与三行(上陽町) 煎　竹下逸夫(上陽町) 玉　山口豪吉(星野村) 煎　山口秋誠(星野村) 玉　元村恭子(黒木町)
煎　(農)八女中央茶青年部(八女市) 煎　松延正博(黒木町)
玉　原口住友(星野村) 玉　山口豪吉(星野村) 玉　山口スミ子星野村) 玉　立石文孝(星野村) 煎　金子こずえ(上陽町) 玉　高木隆好(星野村) 煎　井上一美(上陽町) (全国農協連合会福岡県本部長賞) 煎　竹下逸夫(上陽町) 玉　山口美保子(星野村) 煎　丸永製茶　永松秀明(筑後市)

煎　竹下八重子(上陽町) 煎　中尾キミ子(上陽町) 煎　金子沙也加(上陽町) 玉　江崎勝彦(星野村)
玉　竹下逸夫(上陽町) 玉　末崎ケイ子(星野村) 玉　伊藤秀一(星野村) 玉　伊藤直喜(星野村) 煎　西今福製茶　松延英博(八女市) 玉　伊藤美鈴(星野村) 煎　金子真澄(上陽町) 煎　龍池製茶　角隆博(筑後市) 玉　日野かおり(星野村) 煎　山口秋誠(上陽町)
煎　中尾与三行(上陽町) 煎　金子　守(上陽町) 煎　松延正博(黒木町) 玉　原島政司(矢部村)
煎　(農)八女中央茶青年部(八女市) 煎　中尾与三行(上陽町) 煎　金子　守(上陽町) 玉　伊藤直喜(星野村) 煎　ﾏﾙ永製茶　永松秀明（筑後市） 玉　馬場　満(上陽町) 煎　中尾キミ子(上陽町) 玉　竹下逸夫(上陽町) 煎　井上隆人（上陽町） 煎　井上　清（上陽町） 玉　原口住友(星野村)
玉　竹下八重子(上陽町) 玉　中尾与三行(上陽町) 玉　伊藤秀一(星野村)
煎　井上隆人(上陽町) 煎　中尾キミ子(上陽町) 煎　中尾与三行(上陽町) 玉　柴田一美(星野村) 煎　金子真澄(上陽町) 煎　金子　守(上陽町) 玉　金子　守(上陽町) 煎　伊藤舞花(上陽町) 玉　竹下八重子(上陽町) 煎　金子こずえ(上陽町) 玉　馬場　満(上陽町)
玉　竹下逸夫(上陽町) 玉　中尾与三行(上陽町) 玉　浅田周作(星野村)
煎　金子　守(上陽町) 煎　金子沙也加(上陽町) 煎　金子真澄(上陽町) 玉　金子　守(上陽町) 煎　井上隆人（上陽町） 玉　馬場　満(上陽町) 煎　中尾与三行(上陽町) 玉　竹下逸夫(上陽町) 煎　中村謙二(上陽町) 玉　末崎ケイ子(星野村) 玉　伊藤美鈴(星野村)
玉　中尾キミ子(上陽町) 玉　伊藤直喜(星野村) 玉　中尾与三行(上陽町)
煎　金子　守(八女市) 煎　中村謙二(八女市) 煎　金子沙也加(八女市) 玉　金子　守(八女市) 煎　金子真澄(八女市) 玉　井上一美(八女市) 煎　中尾与三行(八女市) 玉　馬場　満(八女市) 煎　金子こずえ(八女市) 煎　竹下八え子(八女市) 玉　末崎和徳(星野村)
玉　中尾与三行(八女市) 玉　笛田高男(星野村) 玉　竹下逸夫(八女市)
煎　茶香房みらい(矢部村)  煎　原島政司(矢部村) 煎　金子　守(八女市) 玉　笛田高男(星野村) 煎　金子誠子（八女市） 玉　原口義友(星野村) 煎　金子沙也加(八女市) 玉　原口住友(星野村) 玉　長野実登志(矢部村) 煎　金子こずえ(八女市) 玉　伊藤直喜(星野村)
玉　金子　守(八女市) 玉　中尾与三行(八女市) 玉　栗原秀治(矢部村)
煎　原島政司(矢部村) 煎　茶香房みらい(矢部村) 煎　金子真澄(八女市) 玉　原口好子(星野村) 煎　中尾与三行(八女市) 玉　栗原秀治(矢部村) 煎　竹下八え子(八女市) 玉　宮原義昭(星野村) 玉　城　昌雄(黒木町) 煎　中村謙二(八女市) 玉　伊藤直喜(星野村)
玉　長野実登志(矢部村) 玉　原口義友(星野村) 玉　原口住友(星野村)
煎　原島政司(矢部村) 煎　茶香房みらい(矢部村) 煎　金子　守（八女市） 玉　原口義友（星野村） 煎　中尾与三行(八女市) 玉　金子こずえ（八女市） 煎　金子真澄(八女市) 玉　金子　守(八女市) 煎　金子沙也加(八女市) 煎　金子こずえ(八女市) 玉　梅野芳男（星野村）
玉　栗原秀治(矢部村) 玉　長野実登志(矢部村) 玉　渡辺義夫（矢部村)
煎　中尾与三行（八女市上陽） 煎　金子　守(八女市上陽) 煎  金子真澄(八女市上陽) 煎　中村謙二(八女市上陽) 玉　伊藤直喜(八女市星野) 玉　渡辺義夫（八女市矢部) 煎　久間一正（八女市上陽） 玉　原口住友(八女市星野) 煎　金子こずえ(八女市上陽) 煎　金子沙也加(八女市上陽) 玉　樋口セイ子(八女市星野)
玉　金子　守(八女市上陽) 玉　日野佳織(八女市星野) 玉  梅野芳男(八女市星野)
煎　樋口龍也（八女市上陽） 煎　金子こずえ(八女市上陽) 煎  金子誠子八女市上陽) 煎　竹下逸夫(八女市上陽) 玉　城　昌雄(八女市黒木) 玉　坂田輝彦（八女市黒木) 煎　金子真澄（八女市上陽） 玉　原口好子(八女市星野) 煎　金子沙也加(八女市上陽) 煎　金子 守(八女市上陽) 玉　宮園耕二(八女市黒木)
玉　金子　守(八女市上陽) 玉　竹下逸夫(八女市上陽) 玉  山口孝臣(八女市星野)
煎　樋口恵子（八女市上陽） 煎　金子沙也加(八女市上陽) 煎  久間一正八女市上陽) 煎　樋口龍也（八女市上陽） 玉　金子　守(八女市上陽) 玉　金子誠子(八女市上陽) 煎　竹下逸夫（八女市上陽） 玉　西尾　　守(八女市黒木) 煎　金子　守(八女市上陽) 煎　金子誠子(八女市上陽) 玉　山口孝臣(八女市星野)
玉　城　　昌史(八女市黒木) 玉　伊藤直喜(八女市星野) 玉  中尾与三行(八女市上陽)
煎　今福製茶協（八女市） 煎　郷田製茶郷田雅博(八女市) 煎　金子沙也加（八女市上陽煎　金子　守（八女市上陽） 玉　城　昌雄(八女市黒木) 玉　金子誠子(八女市上陽) 煎　斎藤園製茶　斎藤元(八女市) 玉　山口　毅利（八女市星野） 煎　金子　真澄（八女市上陽） 煎　久間　一正（八女市上陽） 玉　小山田幹男（八女市黒木）
玉　城　　昌史（八女市黒木） 玉　金子　守（八女市上陽） 玉　西尾　守（八女市黒木）
煎　樋口龍也（八女市上陽） 煎茶は、玉露と同じ方式に戻した 煎　(農)彩香 代表 桐明靖博(八女市) 煎　樋口恵子（八女市上陽） 煎　近藤園　近藤真人(筑後市) 玉　伊藤直喜(八女市星野) 玉　金子　守(八女市上陽) 煎　角道登製茶　角道登（筑後市） 玉　山口孝臣（八女市星野） 煎　カネ永製茶　永松宏章（筑後市） 煎 （農）八女美緑園製茶青年部（八女市） 玉　西尾守(八女市黒木)
玉　宮原義昭（八女市星野村） 玉　城昌史（八女市黒木） 玉　竹下逸夫(八女市上陽)
煎　樋口恵子（八女市上陽） 煎　樋口龍也(八女市上陽) 煎  中尾きみ子(八女市上陽) 煎　(農）八女中央協同組合 代表野上久義(八女市） 玉　竹下逸夫(八女市上陽) 玉　山口金利(八女市星野) 煎　角道登製茶　角道登（筑後市） 玉　久間正大(八女市上陽） 煎　(農）八女中央協同組合 青年部古賀慎一郎 煎　鶴製茶園 鶴博司（八女市立花） 玉　井上一美（八女市上陽）
玉　城　　昌史(八女市黒木) 玉　山口孝臣(八女市星野) 玉  金子　守(八女市上陽)
煎　(農）八女中央協同組合青年部 煎　樋口龍也(八女市上陽) 煎  金子　守(八女市上陽) 煎　鶴製茶園  鶴健太朗（八女市立花） 玉　伊藤直喜(八女市星野) 煎　竹下逸夫(八女市上陽） 煎　原田梨恵子(筑後市） 玉　ｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰ日向神 田島隆光(八女市黒木） 煎　マル永製茶 永松優次(筑後市) 煎　後の江製茶 牛嶋徹也(八女市） 玉　宮原幸子（八女市星野）
玉　新枝折共同製茶工場 城昌史(八女市黒木) 玉　宮原義昭(八女市星野) 玉  山口英昭(八女市星野)
煎　樋口龍也（八女市上陽） 煎　八女中央茶共同組合青年部　野上大樹（八女市）　 煎　マル永製茶　永松優次（筑後市） 煎　原田竜二（筑後市） 玉　新枝折共同製茶工場 城志穂(八女市黒木) 玉　伊藤恵好(八女市星野) 煎　永松園　永松敏治（筑後市） 玉　新枝折共同製茶工場 城昌雄(八女市黒木) 煎　樋口恵子（八女市上陽町） 煎　中尾製茶　中尾勝典（八女市立花町） 玉　ｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰ日向神　田島隆光（八女市黒木）

玉　新枝折共同製茶工場 城昌史(八女市黒木) 玉　山口英昭（八女市星野） 玉　宮原義昭(八女市星野)
煎　樋口恵子（八女市上陽） 煎　樋口龍也（八女市上陽） 煎　原田竜二（筑後市） 煎　近藤園　近藤竜成（筑後市） 玉　宮原義昭（八女市星野） 玉　(農)みどり園大渕　豊田邦明(八女市黒木) 煎　中尾きみ子(八女市上陽) 玉　伊藤直喜（八女市星野） 煎　井手製茶　井手孝嘉（八女市） 煎　近藤園　近藤真人（筑後市） 玉　栗原昭夫（八女市矢部）
玉　ｸﾞﾘｰﾝティｰ日向神　田島隆光(八女市黒木) 玉　新枝折共同製茶工場 城昌雄(八女市黒木) 玉　新枝折共同製茶工場 城昌史(八女市黒木)
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福岡県茶園共進会特別賞受賞者

回 　年 　開催地 農林水産大臣賞 　九州農政局長賞 福岡県知事賞 福岡県議会議長賞 　(公社)日本茶業中央会長賞 全国茶生産団体連合会長賞 福岡県農業協同組合中央会長賞 　全農福岡県本部長賞 　福岡県農業会議会長賞 日本茶業機械工業会長賞 福岡県茶商工業協同組合理事長賞 福岡県茶生産組合連合会長賞

1 S48 幼木　末広進(八女市) 鋏摘　室園勝(八女市) 手摘　豊田正美(黒木町)

2 49 八女市 鋏摘　室園正則(八女市) 手摘　豊田正美(黒木町) 鋏摘　西村丈良(八女市) 幼木　室園矢恵(八女市)

3 50 煎茶　室園敏雄(八女市) 玉露　山口馨五(星野村) 幼木　末広　進(八女市) 幼木　堀江清司(浮羽町) 玉露　堀川英一郎(黒木町) 煎茶　西村丈良(八女市)

4 51 煎茶　大石製茶代表大石研治(八女市玉露　山口馨五(星野村) 幼木　古川　新(八女市) 玉露　豊田正美(黒木町) 煎茶　松延四郎(八女市) 煎茶　中島豊美(八女市)

5 52 玉露　豊田正美(黒木町) 煎茶　山下忠弘(広川町) 幼木　井上辰己(上陽町) 玉露　山口馨五(星野村) 玉露　郷田　優(八女市) 煎茶　加藤健一(八女市) 煎茶　古川　新(八女市)

6 53 煎茶　山下忠弘（広川町） 玉露　山口馨五(星野村) 幼木　松延利博(八女市) 玉露　中村忠彦(上陽町) 玉露　中村登士郎(上陽町) 煎茶　松延善治(八女市) 煎茶　松延四郎(八女市)

玉露　山口馨五(星野村) 煎茶　溝田　格(八女市) 幼木　松延利博(八女市) 煎茶　松延義治(八女市) 煎茶　今村義友(星野村) 玉露　井上辰己（上陽町)　 玉露　松崎武雄(上陽町)

煎茶　山口　明(星野村)

8 55 煎茶　松延利博(八女市) 玉露　松崎武雄(上陽町) 幼木　古園井二三夫(八女市)煎茶　古川直樹(八女市) 煎茶　鵜の池製茶(八女市) 玉露　井上辰己（上陽町)　 玉露　郷田　優(八女市)

9 56 玉露　松崎武雄(上陽町) 煎茶　野上正秀(八女市) 幼木　永松重孝(筑後市) 煎茶　松延義治(八女市) 煎茶　松延正弘(八女市) 玉露　井上静夫(上陽町) 玉露　牛島徹也(八女市) 煎茶　築山　格(筑後市)

10 57 煎茶　松延義治(八女市) 玉露　坂田安男(黒木町) 幼木　松延久利(八女市) 玉露　桐明廣二(八女市) 幼木　大住　毅(上陽町) 煎茶　郷田利信(八女市) 煎茶　松延正弘(八女市)

11 58 玉露　中尾与三行(上陽町) 煎茶　桐明靖広(八女市) 幼木　築山　格(筑後市) 煎茶　郷田京司(八女市) 煎茶　野上治男(八女市) 幼木　溝田　剛(八女市) 玉露　坂田安男(黒木町)

12 59 八女市 煎茶　桐明靖広(八女市) 玉露　三浦政人(黒木町) 幼木　平井隆一郎(八女市) 煎茶　松延義治(八女市) 煎茶　古賀勝典(八女市) 煎茶　秋山清登(八女市) 玉露　高木八郎(上陽町)

煎茶　八女中央茶共同組合 玉露　高木正文(星野村) 幼木　堀江和方(浮羽町) 煎茶　古川明俊(八女市) 煎茶　八女中央茶共同組合 煎茶　溝田義輝(八女市) 玉露　山科住義(星野村) 煎茶　安達秀信(黒木町)、久保田剛(犀川町)、鶴博司(

　　　　古賀勝典(八女市) 　　　　　中島豊美(八女市) 花町)、玉露　井上清(上陽町)、幼木　三宅潔(黒木町)

14 61 煎茶　古川直樹(八女市) 玉露　大坪武昭(上陽町) 幼木　伊藤三吉(浮羽町) 煎茶　築山　格(筑後市) 煎茶　野上正秀(八女市) 煎茶　永松チエ子(筑後市) 玉露　中村春義(上陽町)

15 62 煎茶　野上久義(八女市) 玉露　中村春義(上陽町) 玉露　井上　清(上陽町) 幼木　松延外喜(八女市) 煎茶　川口　巧(八女市) 煎茶　古川直樹(八女市) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　西江道明(八女市)

16 63 煎茶　西江道明(八女市) 玉露　今村重盛(星野村) 玉露　鍋島光昭(黒木町) 幼木　山口義治(上陽町) 煎茶　野上正秀(八女市) 煎茶　川口　巧(八女市) 煎茶　井手長三郎(黒木町) 煎茶　篠原孝春(上陽町) 幼木　築山　格(筑後市)

17 H１ 煎茶　加藤幸一(八女市) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 玉露　井上　清(上陽町) 幼木　古川直樹(八女市) 煎茶　樋口安則(八女市) 煎茶　山口康夫(上陽町) 幼木　久木原秀登(上陽町) 煎茶　古賀勝典(八女市) 煎茶　斎藤　悟(八女市)

18 2 八女市 煎茶　古川金一(八女市) 玉露　堀川祐助(黒木町) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 幼木　角　保徳(筑後市) 煎茶　桐明ひとみ(八女市) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　築山　格(筑後市) 煎茶　永松和也(筑後市) 幼木　笛田清文(星野村)

19 3 煎茶　斎藤　悟(八女市) 玉露　笛田清文(星野村) 玉露　竹ノ内　正(黒木町) 幼木　溝田耕一(黒木町) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　西江道明(八女市) 幼木　大住　司(上陽町) 煎茶　築山恵子(筑後市) 煎茶　古川直樹(八女市)

20 4 黒木町 煎茶　永松秀明(筑後市) 玉露　鍋島光昭(黒木町) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 煎茶　中島豊美(八女市) 幼木　井上　清(上陽町) 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　横溝　剛(筑後市) 煎茶　西江道明(八女市) 煎茶　桐明靖広(八女市)

21 5 八女市 玉露　竹ノ内　正(黒木町) 煎茶　中島　実(八女市) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　古賀勝典(八女市) 幼木　井上　清(上陽町) 煎茶　松延正弘(八女市) 煎茶　住吉高男(八女市) 煎茶　中島豊美(八女市) 煎茶　西江道明(八女市) 玉露　笛田文香(星野村)

22 6 八女市 煎茶　角　保徳(筑後市) 玉露　松崎武徳(上陽町) 煎茶　江島一信(八女市) 煎茶　国武伸次(八女市) 煎茶　川口知昭(八女市) 幼木　永松良恵(幼木) 玉露　楠　　光(黒木町) 煎茶　永松和也(筑後市) 煎茶　横溝　剛(筑後市) 煎茶　笛田清文(星野村)

23 7 筑後市 煎茶　井手研治(黒木町) 煎茶　中島豊美(八女市) 玉露　松崎武雄(上陽町) 煎茶　永松秀明(筑後市) 幼木　大石重信(上陽町) 煎茶　野上正秀(八女市) 玉露　楠　　光(黒木町) 煎茶　桐明広行(八女市) 煎茶　大津郁夫(八女市) 煎茶　古賀勝典(八女市)

24 8 広川町 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 玉露　馬場信行(上陽町) 煎茶　中島　実(八女市) 煎茶　今村嗣範(星野村) 幼木　井手久幸(八女市) 玉露　中尾キミ子(上陽町) 煎茶　末広　勝(八女市) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 煎茶　永松重孝(筑後市) 煎茶　平井隆一郎(八女市)

25 9 上陽町 煎茶　松延伸治(八女市) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 煎茶　溝田義輝(八女市) 煎茶　斎藤和彦(八女市) 幼木　松崎武雄(上陽町) 玉露　井手研治(黒木町) 煎茶　桐明広行(八女市) 玉露　秋山良男(黒木町) 煎茶　住吉高男(八女市) 煎茶　牛嶋徹也(八女市)

26 10 矢部村 煎茶　桐明広行(八女市) 玉露　竹下逸夫(上陽町) 煎茶　川口辰弘(八女市) 幼木　永松秀明(筑後市) 煎茶　堀川祐助(黒木町) 玉露　馬場信行(上陽町) 煎茶　溝田耕一(黒木町) 煎茶　松延久登(八女市) 煎茶　古川明俊(八女市) 煎茶　川口知昭(八女市)

27 11 立花町 煎茶　野中敏成(黒木町) 玉露　三宅　潔(黒木町) 煎茶　秋山清登(八女市) 幼木　山口吉久(上陽町) 煎茶　川口知昭(八女市) 玉露　馬場信行(上陽町) 煎茶　永松和也(筑後市) 煎茶　溝田耕一(黒木町) 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 煎茶　斎藤和彦(八女市)

28 12 浮羽町 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 玉露　立石福夫(上陽町) 幼木　樋口龍也(上陽町) 煎茶　永松和也(筑後市) 玉露　伊藤直喜(星野村) 煎茶　樋口安則(八女市) 煎茶　中嶋　実(八女市） 煎茶　池田　透(八女市) 煎茶　今村嗣範(星野村) 煎茶　山口正明(星野村)

煎茶　永松和也(筑後市) 玉露　井上賢治(上陽町) 煎茶　(有)グリーンワールド八女 幼木　松延伸治(八女市) 煎茶　今村嗣範(星野村) 玉露　小川勝利(黒木町) 煎茶　(農)彩香代表桐明靖廣(八女市 煎茶　中嶋孝次(八女市) 煎茶　西江道明(八女市) 煎茶　堀江正剛(浮羽町)

　　　　代表　平井隆一郎(八女市)

煎茶　井手久幸(八女市) 玉露　三宅　潔(黒木町) 幼木　堀川祐助(黒木町) 煎茶　鶴　　修(広川町) 玉露　小川勝利(黒木町) 煎茶　古川明俊(八女市) 煎茶　平井照也(八女市) 煎茶　山下一男(広川町) 煎茶　(農)　彩香

玉露　坂田輝彦(黒木町) (全国農協組合連合会福岡県本部長賞)

31 15 八女市 煎茶　(農)　彩香(八女市) 玉露　馬場信行（上陽町） 幼木　築山製茶築山博文(筑後市) 煎茶　江島一信(八女市) 玉露　小川勝利(黒木町) 煎茶　堀江昭一(浮羽町) 玉露　野中常二(黒木町) 煎茶　山下一男(広川町) 幼木　松延ほづみ(黒木町) 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　溝田　誉(黒木町)

32 16 筑後市 煎茶　(有)グリーンワールド八女(八女市) 玉露　堀川祐助(黒木町) 幼木　築山博文(筑後市) 煎茶　堀川祐助(黒木町) 玉露　小川勝利(黒木町) 煎茶　斎藤和彦(八女市) 煎茶　山下一男(広川町) 煎茶　築山博文(筑後市) 煎茶　溝田　誉(黒木町) 煎茶　中嶋孝次(八女市) 幼木　手嶋晶雄(甘木市)

33 17 広川町 煎茶　(農)八女美緑園江島一信(八女市) 玉露　野中常二(黒木町) 幼木　堀江剛文(うきは市) 煎茶　郷田雅博(八女市) 玉露　井上隆徳(上陽町) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　井手久幸(八女市) 煎茶　鶴　　修(広川町) 煎茶　笛田淳子(星野村) 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 幼木　山崎栄見(広川町)

34 18 八女市 煎茶　松延久登(八女市) 玉露　井上賢治(八女市) 幼木　永松和也(筑後市) 煎茶　山下一男(広川町) 玉露　松本　勲(黒木町) 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　永松秀明(筑後市) 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 煎茶　大住　誠(八女市) 煎茶　野中敏成(黒木町)

35 19 矢部村 煎茶　鶴　　修(広川町) 玉露　井上　清(八女市) 幼木　堀川祐助(黒木町) 煎茶　斎藤和彦(八女市) 玉露　井上元己(八女市) 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　斎藤　悟(八女市) 煎茶　松延正博(黒木町) 煎茶　山崎貞幸(広川町) 煎茶　樋口達也(八女市) 玉露　江良照雄(星野村)

36 20 立花町 煎茶　山崎貞幸（広川町） 玉露　井上隆徳（八女市） 幼木　田中藤子（星野村） 煎茶　郷田雅博(八女市) 玉露　城　昌史（黒木町） 煎茶　角　　信（筑後市） 煎茶　堀川祐助（黒木町） 煎茶　秋山礼史郎(八女市) 煎茶　斉藤和彦(八女市） 煎茶　西江昭彦（八女市）

37 21 うきは市 煎茶　金子 守（八女市上陽） 玉露　城　昌史（黒木町） 幼木　溝田耕一(黒木町) 煎茶　山下一男(広川町) 玉露　金子 守（八女市上陽） 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　松延正博(黒木町) 煎茶　(農)　彩香(八女市) 煎茶　築山博文(筑後市) 煎茶　樋口安則(八女市) 玉露　小山田幹男（黒木町）

38 22 八女市星野 煎茶　山下一男（広川町） 玉露　金子　守（八女市上陽） 幼木　弓削　洋(広川町) 煎茶　井手研治(八女市上陽) 玉露　城　昌史（黒木町） 煎茶　築山博文(筑後市) 煎茶　松延久登(八女市) 煎茶　鶴　修(広川町) 煎茶　西村俊二(八女市) 煎茶　松延英博(八女市) 玉露　小川勝利（八女市黒木）

39 23 　　八女市 煎茶　築山博文(筑後市) 玉露　城　昌史（八女市黒木） 幼木　永松和也(筑後市) 煎茶　松延伸治(八女市) 玉露　金子 守（八女市上陽） 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　山下一男(広川町) 煎茶　松延久登(八女市) 煎茶　鶴　　修(広川町) 煎茶　山崎貞幸（広川町） 玉露　小川勝利（八女市黒木）

40 24 筑後市 煎茶　山下製茶山下一男（広川町） 玉露　金子　守（八女市上陽） 幼木　室園真澄(八女市) 煎茶　郷田雅博(八女市) 玉露　小山田幹男（八女市黒木） 煎茶　築山製茶築山博文(筑後市) 煎茶　住吉高男(八女市) 煎茶　広川中央製茶鶴修(広川町) 煎茶　(有)グリーンワールド八女(八女市) 煎茶　堀川祐助(八女市黒木) 玉露　三宅　潔（八女市黒木）

41 25 八女市黒木 煎茶  住吉高男（八女市） 玉露　金子　守（八女市上陽） 幼木　斉藤和彦（八女市） 煎茶　野上邦雄（八女市） 玉露　堀川祐助（八女市黒木） 煎茶　大住　誠（八女市上陽） 煎茶　野中常二（八女市黒木） 煎茶　山崎貞幸（広川町） 煎茶　カネ永製茶永松宏章（筑後市） 煎茶　松延伸治（八女市） 玉露　野中敏光（八女市黒木）

42 26 八女市 煎茶　近藤真人（筑後市） 玉露　みどり園大渕 堀川祐助(八女市黒木） 幼木　角　豊明(筑後市） 煎茶　松延久登(八女市) 玉露　金子 守（八女市上陽） 煎茶　近藤瑞穂（筑後市） 煎茶　郷田雅博(八女市) 煎茶　樋口達也(八女市) 煎茶　川口大輔(八女市) 煎茶　(有)グリーンワールド八女(八女市) 玉露　みどり園大渕 小山田幹男(八女市黒木）

煎茶　松延久登(八女市) 玉露　みどり園大渕 堀川祐助(八女市黒木） 幼木　築山製茶 築山博文(筑後市) 煎茶　弓削孝儀(広川町) 玉露　みどり園大渕 小山田幹男(八女市黒木） 煎茶　山崎貞幸(広川町） 煎茶　山下製茶 山下一男(広川町） 玉露　みどり園大渕 堀川祐助(八女市黒木） 煎茶　大住　誠(八女市上陽) 煎茶　近藤真人（筑後市） 玉露　伊藤直喜(八女市星野）

幼木　松延浩一(八女市）

44 28 八女市上陽 煎茶　(有）井手製茶 井手研治(八女市黒木） 玉露　みどり園大渕小山田幹男(八女市黒木） 幼木　松延伸治（八女市） 煎茶　山崎貞幸(広川町） 玉露　倉住努(八女市星野） 煎茶　平井照也(八女市) 煎茶　角正光製茶 角豊明(筑後市) 煎茶　郷田雅博(八女市) 玉露　みどり園大渕 堀川祐助(八女市黒木） 煎茶　カネ永製茶 永松宏章（筑後市） 幼木　斉藤　拓(八女市）　 玉露　みどり園大渕 堀川祐助(八女市黒木）

45 29 八女市 煎茶　カネ永製茶　永松宏章（筑後市） 玉露　久間正大（八女市上陽） 幼木　樋口達也（八女市） 煎茶　郷田　篤（八女市） 玉露　倉住努(八女市星野） 煎茶　牛嶋徹也（八女市） 煎茶　大住　誠（八女市上陽町） 煎茶　築山博文(筑後市) 煎茶　野上邦雄（八女市） 煎茶　永松園　永松敏治 幼木　松延伸治（八女市） 玉露　みどり園大渕　小山田幹男（八女市黒木町）

煎茶　原田竜二（筑後市） 煎茶　郷田篤(八女市) 幼木　カネ永製茶　永松宏章（筑後市） 煎茶　住吉高男（八女市） 玉露　(農)みどり園大渕　野中利彦（八女市黒木） 煎茶　井上雄介（八女市上陽） 煎茶　斉藤勝裕（八女市） 玉露　森敏彦（八女市上陽） 煎茶　栗原昭夫（八女市矢部）　 煎茶　堀江正晃（うきは市）　 幼木　永松園　永松敏治（筑後市）

玉露　(農)みどり園大渕　坂田輝彦(八女市黒木) 玉露　久間正大（八女市上陽）

27 広川町

30 14

星野村

黒木町

46 30 うきは市

7 54

13 60

29 13
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