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セロジネ クリスタータ, 
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 ,
永井 清（神奈川県）

Coel. cristata fma. hololeuca ‘Pure White’

ファレノプシス フェイス
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
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
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
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
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
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
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
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
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
五島 正（京都府）五島

園芸

Lyc.Shoalhaven ‘Kyoto’

リカステ スキンネリ
指江 正敏（石川県）

Lyc. skinneri ‘Mt.Oku Iou’

マスデバリア コクシネア
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
延原 修（岡山県）延原

洋らん園

Paph.Rolfei ‘Kobe 2000’

var. oculatum ‘Long Well’

リカステ ショールヘブン
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
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
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
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
古山 勝己（千葉県）

Den. cuthbertsonii ‘Gold Mountain’

19971997

リンコスティリス ギガンテア
坂 実（岐阜県）東海

オーキット

Rhy.gigantea ‘Tokai Spot’

加藤 春幸（神奈川県）座間
洋らんセンター

Den. smillieae
‘Spirit of Zama’

20152015

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’

高橋 靖昌（東京都）東京オーキット
・ナーセリー

Paph. EmeraldFuture
‘Galaxy’

フラグミペディウム コバチー

Phrag. kovachii

斉藤 正博（茨城県）

‘Second Smile’

20132013

デンドロビューム ノビル

Den. nobile

大塚 初枝（茨城県）

 ‘Hatsue’ 

20122012

Epi.atacazoicum
 ‘Mt. Iizuna’

粟野原 潤（長野県）

20142014

エピデンドラム アタカゾイカムデンドロビューム スミリエ 

2016

デンドロビューム グロメラタム
Den. glomeratum

‘Long Well’

永井 清（神奈川県）

‘ロング ウェル’

2017

グラマトフィラム マルタエ
Gram． martae

‘Mass's’

斉藤 正博（茨城県）

‘マッシイズ’

2018

パフィオペディラム エメラルド ゲート
Paph.  Emerald Gate

‘Green Globe’

櫻井 一（東京都）

‘グリーン グローブ’

2019

パフィオペディラムツクバ スウィート 
Paph.  Tsukuba Sweet

‘Hisashi’

太田 精一（茨城県）

‘ヒサシ’

20202021

デンドロビューム ハワイアン グリーン

‘Daisen’

座間洋らんセンター 加藤 春幸 （神奈川県）

‘ダイセン’
Den. Hawaiian Green


