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デンドロビューム　グロメラタム
‘ロング　ウェル’

Den. glomeratum
‘Long Well’

永井 清（神奈川県）
パフィオペディラム　エメラルド フューチャー

‘ギャラクシー’
Paph. EmeraldFuture

 ‘Galaxy’

高橋 靖昌（東京都）東京オーキット
・ナーセリー

フラグミペディウム コバチー
‘セカンド スマイル’

Phrag. kovachii

斉藤 正博（茨城県）
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グラマトフィラム マルタエ
‘マッシイズ’

Gram． martae
‘Mass's’

斉藤 正博（茨城県）

20182018
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セロジネ クリスタータ, 
ホロレウカ ‘ピュア ホワイト’

デンドロビューム スミリエ 
‘スピリット オブ ザマ’

Den. smillieae
‘Spirit of Zama’

加藤 春幸（神奈川県）座間
洋らんセンター

江尻 光一（千葉県）須和田
農園

デンドロビューム フィンブリアタム ,
オクラタム ‘ロング ウェル’

永井 清（神奈川県）

Coel. cristata fma. hololeuca ‘Pure White’

ファレノプシス フェイス
‘ホワイト ナイト’

渡辺 大之（埼玉県）国分寺
洋蘭園

Phal. Faith ‘White Knight’

ブラソレリオカトレア チアリン
‘シンシ’

黄 瑋薫（台湾）建安
蘭園

Blc.ChiaLin ‘Shin Shyn’

シンビジューム ラブリィ バニィ
‘オセロ’

向山 武彦（山梨県）向山
蘭園

Cym.Lovely Bunny ‘Othello’

パフィオペディラム ナイツ チャリス
‘メモリア ノブユキ ハナジマ’

花島 信（静岡県）ハナジマ・
オーキッド

Paph.Knight's Chalis ‘Mem.Nobuyuki Hanajima’

パフィオペディラム カバー ストーリー
‘コウガ’

江尻 光一（千葉県）須和田
農園

Paph.Cover Story ‘Koga’

カトレア ロディゲシイ
‘ヨランダ ナカゾネ’

江尻 光一（千葉県）須和田
農園

C.loddigesii ‘Yoranda Nakazone’

パフィオペディラム ロイヤル ウェディング
‘ドーガシマ’

内田 熊一（静岡県）堂ヶ島洋蘭
センター

Paph.Royal Wedding ‘Dogashima’

ファレノプシス シグナス
‘ルネッサンス’

渡辺 尚一（東京都）国分寺
洋蘭園

Phal.Cygnus ‘Renaissance’

ドリテノプシス スイート ワイン
‘エンプレス’

渡辺 大之（埼玉県）国分寺
洋蘭園

Dtps.Sweet Wine ‘Empress’

リカステ ショールヘブン
‘キョウト’

五島 正（京都府）五島
園芸

Lyc.Shoalhaven ‘Kyoto’

リカステ スキンネリ
‘マウント オク イオウ’

指江 正敏（石川県）

Lyc. skinneri ‘Mt.Oku Iou’

マスデバリア コクシネア
‘マーク ダニエル’

上田 公生（埼玉県）

Masd.coccinea ‘Mark Daniel’

パフィオペディラム ロルフェイ
‘コウベ 2000’

延原 修（岡山県）延原
洋らん園

Paph.Rolfei ‘Kobe 2000’

Den. �mbriatum var. oculatum ‘Long Well’

20132013

リカステ ショールヘブン
‘ヨウコズ デライト’

斉藤 正博（茨城県）

Lyc. Shoalhaven ‘Yoko's Delight’

ユーロフィエラ レンプレリアナ
‘ヨウコ Ｙ．サイトウ’

斉藤 正博（茨城県）

 Eul. roempleriana ‘Yoko Y Saitoh’

デンドロビューム ゴールド シュミッティアナム
‘コイズミ’

小泉 進（青森県）

Den. goldschmidtianum ‘Koizumi’

マスデバリア ツアカウ キャンディー
‘ラブリー’

藩 世英（宮城県）

Masd. Tuakau Candy ‘Lovely’

デンドロビューム カスバート ソニー
‘ゴールド マウンテン’

古山 勝己（千葉県）

Den. cuthbertsonii ‘Gold Mountain’

エピデンドラム アタカゾイカム
‘マウント イイズナ’

Epi.atacazoicum
 ‘Mt. Iizuna’

粟野原 潤（長野県）
パフィオペディラム エメラルド ゲート

‘グリーン グローブ’
 Paph.Emerald Gate

‘Green Globe’

櫻井 一（東京都）

19971997

リンコスティリス ギガンテア
‘トーカイ スポット’

坂 実（岐阜県）東海
オーキット

Rhy.gigantea ‘Tokai Spot’

‘Second Smile’

デンドロビューム ノビル
‘ハツエ’
Den. nobile

大塚 初枝（茨城県）

20122012

 ‘Hatsue’ 

20192019

日本大賞副賞
メルセデス・ベンツ 
B１８０ 
ジュピターレッド

最優秀賞副賞
三松オリジナル　
熨斗目御所車文様振袖
（のしめごしょぐるまもんようふりそで）
提供：（株）三松

5 ハンギングバスケット部門

（8）

・アメリカ蘭協会（AOS）特別賞（最も優れた東洋蘭・日本蘭の栽培賞）
・英国王立園芸協会（RHS）特別賞（最も優れた洋蘭の栽培賞）
・世界蘭会議委員会（WOC）特別賞（最も優れた蘭の原種）

審査対象 ： 洋蘭、東洋蘭、日本の蘭などあらゆる蘭の香
り（フレグランス）
形態 ： 鉢物、切り花　賞金 ： 部門総額39万円
出品作品を11のカテゴリーに分け、「洋蘭グループ」「東洋蘭・日
本の蘭グループ」から各最大10作品、合計最大20作品のリボ
ン賞を選出。そこから各グループごとに最大4作品ずつ、最大8
作品のトロフィー賞が選ばれ、その中から部門賞5作品が選出さ
れます。また、香りのよい蘭の発見と作出を奨励する特別賞も
選ばれます。

審査対象：蘭を主たる素材としてデザインされた作品
賞金：部門総額44万円
ウェディングブーケ、アレンジメント、ビクトリーブーケの3カテ
ゴリーの一般公募作品。エントリーした作品からトロフィー賞12
作品を選び、そこから部門賞6作品（最優秀賞1・優秀賞1・優
良賞1・奨励賞3）が選出されます。

フラワーデザイン部門

ブルーリボン賞
  第1席／41作品

 トロフィー賞
41作品

レッドリボン賞
第2席／41作品

ホワイトリボン賞
第3席／41作品

10

愛好家クラス
ショーディスプレイクラス

ライフスタイルディスプレイクラス

2

審査対象 ： 蘭を主体としたディスプレイ　賞金 ： 部門総額最大720万円  
愛好家クラス、ショーディスプレイクラス、ライフスタイルディスプレイクラスの3
クラスに分けて審査いたします。各クラスで選出されたトロフィー賞から部門賞
が最大14作品ずつ（合計最大42作品）選出されます。

部門賞　18作品

審査システム
【第1次審査】　　　　　  エントリーされた洋蘭、東洋蘭、日本の蘭を41のカテゴリ
ーに分類して、自己栽培6か月以上の全出品物を審査いたします。各カテゴリーごとに
上位から、第1席「ブルー」第2席「レッド」第3席「ホワイト」の各リボン賞を選出いたし
ます。 また、エントリーされた全出品作品を対象に、 「個体の良さ」を絶対評価に基づ
き審査するメダル審査も行います。
【第2次審査】 第1次審査でブルーリボン賞を受賞した41作品が、トロフィー賞受賞となります。
【第3次審査】 「トロフィー賞」の41作品を対象に、上位から18作品を部門賞として選出します。 
さらに特別審査のもと、部門賞の中から最も優れた作品が栄えある「日本大賞」に選ばれます。

あらゆる蘭の花、株そのものを審査する部門です。出品された多くの作品中から、
「その年の日本一の蘭」を「日本大賞」として決定いたします。
審査対象 ： 洋蘭、東洋蘭、日本の蘭などあらゆる蘭（花、株そのもの）
形態 ： 鉢物、切り花、葉芸物 　賞金 ： 日本大賞200万円、部門総額315万円 

リボン審査

トロフィー審査
部門賞審査

日本大賞 1作品
優秀賞  1作品
優良賞  1作品
奨励賞  15作品

昨年の
最優秀賞

昨年の最優秀賞

審査対象：蘭の花を取り入れた構成で
デザインされた、ハンギングバスケッ
ト作品
賞金：部門総額35万円
トロフィー賞8作品から部門賞3作品（最
優秀賞1・優秀賞1・優良賞１）が選出さ
れます。

バンダ ファルカータ
‘ 柚乃（ユノ）’

V. falcata ‘Yuno’
斉藤 たみ子

愛好家クラス
蘭　舞踊（全日本蘭協会）

ショーディスプレイクラス
天空の城（日本洋蘭農業協同組合）

ライフスタイルディスプレイクラス
和洋折衷（向山蘭園）　

昨年の最優秀賞
ゆらぎ（大竹 宏則） 昨年の最優秀賞　今昔の美（山室 秀子）

審査のしくみ


