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1- 大菊 茂雄 江口 4 小菊 神田 邦弘 8 バラ 菅原 前島（山）

10 テッポウユリ 茂雄 中川 35 スイートピー 神田 江口 9 ＳＰバラ 菅原 前島（山）

46 ソリダスター 茂雄 中川 38 ショウブ 神田 伊藤 62 ハス 菅原 神田

5 ＳＰ菊 中川 江口 52 カキツ 神田 伊藤 610 ススキ 菅原 山崎

17 グラジオラス 中川 邦弘 61 ブプレリウム 神田 伊藤 690 クサモノ 菅原 山崎

81 ディスパッド 中川 江口 65 クルクマ 神田 中川 6 カーネーション 前島 菅原（山）

440 ヒペリカム 中川 神田 79 ユーチャリス 神田 7 ＳＰカーネ 前島 菅原（山）

21 リンドウ 江口 邦弘 320 ユーカリ 神田 伊藤 68 ダイアンサス 前島 菅原（山）

32 アルストロメリア 江口 菅原 430 アジサイ 神田 伊藤 29 ガーベラ 前島 笠井

33 スターチス 江口 菅原 450 シキビ 神田 伊藤 30 カスミ 前島 笠井

34 ＨＢチース 江口 菅原 460 コデマリ 神田 伊藤 18 アイリス 前島 俵（山）

40 マーガレット 江口 中川 520 シダ 神田 伊藤 53 デルフィニウム 前島 俵（山）

44 キンセンカ 江口 中川 530 ナルコ 神田 伊藤 67 ダリア 前島 山崎

47 ストレリチア 江口 中川 600 パンパス 神田 伊藤 78 オミナエシ 前島 俵（山）

57 ナノハナ 江口 中川 16 フリージア 伊藤 江口 11- オリエンタルユリ他 笠井 山崎

70 カンパニュラ 江口 中川 48 レースフラワー 伊藤 江口 19 ストック 笠井 俵（菅）

73 アスチルベ 江口 伊藤 50 アマリリス 伊藤 江口 20 スナップ 笠井 俵（菅）

80 ネリネ 江口 伊藤 54 コスモス 伊藤 江口 24 シンピジューム 笠井 山崎

120 ヘリコニア 江口 神田 55 ブバリア 伊藤 江口 25 カトレア 笠井 山崎

420 タケ 江口 58 サンダーソニア 伊藤 江口 27 ファレノ 笠井 山崎

37 ケイトウ 邦弘 江口 59 オオニソガラム 伊藤 江口 36 アスター 笠井 山崎

42 シャクヤク 邦弘 江口 69 アガパンサス 伊藤 江口 45 クジャクソウ 笠井 山崎

43 スイセン 邦弘 伊藤 72 スカビオサ 伊藤 江口 66 ワレモコウ 笠井 山崎

51 アリアム 邦弘 伊藤 74 アザミ 伊藤 江口 15 チューリップ 山崎 俵（笠）

56 キキョウ 邦弘 神田 75 ポピー 伊藤 江口 22 リシアンサス 山崎 俵（菅）

63 オモト 邦弘 神田 76 ニゲラ 伊藤 江口 23 デンファレ 山崎 前島

310 サカキ 邦弘 神田 77 オキシペタルム 伊藤 江口 26 オンシジューム 山崎 前島

330 サクラ 邦弘 神田 100 ワックスフラワー 伊藤 江口 28 ランルイ 山崎 前島

340 ウメ 邦弘 神田 110 カンガルーポー 伊藤 江口 31 カラー 山崎 俵（前）

350 モモ 邦弘 神田 130 ネイティブフラワー 伊藤 江口 39 リヤトリス 山崎 前島

360 ボケ 邦弘 神田 150 その他球根切り花 伊藤 江口 41 アンスリューム 山崎 前島

370 ヤナギルイ 邦弘 神田 190 その他草花 伊藤 江口 49 グロリオサ 山崎 菅原

380 ヒバスギルイ 邦弘 神田 540 ハモノ 伊藤 神田 60 ヒマワリ 山崎 前島

390 ツツジルイ 邦弘 神田 550 グズマニア 伊藤 江口 64 アネモネ 山崎 前島

400 アカシア 邦弘 神田 500 ソテツ 伊藤 江口 71 ラナンキュラス 山崎 前島

410 ツバキ 邦弘 神田 510 フェニックス 伊藤 江口

490 エダモノ 邦弘 伊藤 200 千両

750 カコウヒン 邦弘 伊藤 300 松
神田・江口
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