
氏　 　名 市町村名等

第44回日本農業賞 優秀賞 有限会社　小林農園 上田市 個人経営の部

第74回中日農業賞 農林水産大臣賞 柴　勇一郎 箕輪町

優秀賞 永田　せつ子 原村
女性起業・経営参画
部門

優秀賞 企業組合　農の花 小川村
シニア起業・地域活
性化部門

第7回耕作放棄地発生防止・解消
活動表彰

全国農業会議所会長特別賞 (一社)月誉平栗の里 飯島町

氏　 　名 市町村名等

伊藤　清人 飯田市 産業功労者

桃澤　明 伊那市 産業功労者

吉田　萬藏 長野市 産業功労者

太田　宗弘 長野市 産業功労者

小林　敬子 東御市 産業功労者

玉村　豊男 東御市 産業功労者

千曲市棚田保全推進会議 千曲市 産業功労団体

農業組合法人　田原 伊那市 産業功労団体

平成26年度　主な農業関係表彰事業　受賞者一覧

※ 敬称は省略させていただきました

表彰行事名 表彰の名称
受賞者

受賞部門

農山漁村女性・シニア活動表彰

表彰行事名 表彰の名称 受賞部門
受賞者

平成26年度知事表彰 知事表彰

全国表彰

県域表彰
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氏　 　名 市町村名等

農林水産大臣賞 湯本　幸作 山ノ内町
りんご
（シナノスイート）

農林水産省生産局長賞 古畠　正隆 長野市
りんご
（シナノゴールド）

藤沢　茂樹 須坂市
ナガノパープルの
部

湯本　将平 山ノ内町
りんご
（シナノスイート）

福井　敏 長野市
りんご
（シナノゴールド）

有限会社マルヨ 中野市 えのきたけ

水上　登喜子 駒ヶ根市 生しいたけ

金田　次郎 阿南町 乾しいたけ

阿部　光寿 中野市 なめこ

伊藤　ひろみ 下條村 ぶなしめじ

宮川　恵 筑北村 えのきたけ

北澤　幸雄 茅野市 生しいたけ

石原　稔久 根羽村 乾しいたけ

嘉部　孝之 木島平村 なめこ

児玉　敏也 山ノ内町 ぶなしめじ

掛野　剛 長和町 えのきたけ

沼田　浩子 飯山市 ぶなしめじ

石田　浩一 飯山市 えのきたけ

岩本　拓躬 諏訪市 生しいたけ

池上　達雄 木曽町 乾しいたけ

荻原　仁 飯山市 なめこ

(有)さくらファーム 飯田市 ぶなしめじ

農林水産大臣賞

第47回うまいくだものコンクール

長野県知事賞

行事名 賞の名称

【農林水産祭参加行事】

受賞部門・受賞品

受賞者

林野庁長官賞

関東農政局長賞

長野県知事賞

第37回信州きのこ祭り
長野県きのこ品評会

県域行事（品評会等賞状）
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氏　 　名 市町村名等

三井　静明 ＪＡ信州諏訪 キク

栁澤　源太郎 ＪＡ信州諏訪 アルストロメリア

菊池　利治 ＪＡ信州諏訪 トルコギキョウ

井出　希士雄 ＪＡ佐久浅間 カーネーション

大平　正彦 ＪＡみなみ信州 ダリア

唐澤　勲 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

中村　清一郎 ＪＡ信州諏訪 キク

(有)信州グリーンサ
ポート

ＪＡ上伊那 アルストロメリア

藤森　英一 ＪＡ信州諏訪 トルコギキョウ

篠原　万郎 ＪＡ信州諏訪 アルストロメリア

小池　崇 ＪＡ信州諏訪 キク

渡辺　貞夫 ＪＡ信州諏訪 リンドウ

名取　靖 ＪＡ信州諏訪 カーネーション

柳澤　一夫 ＪＡ信州諏訪 宿根カスミ草

飯島　俊英 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

木下　真太郎 ＪＡみなみ信州 ダリア

唐澤　勲 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

酒井　弘道 ＪＡ上伊那 アルストロメリア

農林水産大臣賞 伊藤　洋一 伊那市
シクラメン
スカーレット

農林水産省生産局長賞 小林　慧 原村
ミニシクラメン
グリーンティアラ

小松　良比古 原村
ミニシクラメン

森の妖精

佐々木　宣之 高森町
エリカ
ダーレンシス

農林水産大臣賞 長野興農株式会社 長野市
にんじんとりんごの
濃いジュース

農林水産省食料産業局長賞 壽高原食品株式会社 千曲市
りんごジュース
しぼりっぱなし

農林水産省生産局長賞 カゴメ株式会社 富士見町 緑黄色野菜１日分

株式会社ナガノトマト 松本市 国産ふじりんご１００

ゴールドパック株式会
社

松本市
和梨ジュース
（ストレート）

農林水産大臣賞 株式会社スドージャム 松本市
紅玉ジャム「香」
-焼いて香るジャム-

農林水産省食料産業局長賞 長野興農株式会社 長野市
ふるさとのぼたんこ
しょう入りなめ茸

農林水産省生産局長賞 壽高原食品株式会社 千曲市
信州産こだわり
ブルーベリージャム

森食品工業株式会社 千曲市
フレッシュアップル
プレザーブ

デイリーフーズ株式会社 坂城町 りんごバター

第10回園芸加工品品評会
（園芸加工飲料の部）

長野県知事賞

行事名 賞の名称

第10回園芸加工品品評会
（園芸加工食品の部）

第46回信州フラワーショー

関東農政局長

長野県知事賞

第46回鉢花類コンクール

長野県知事賞

受賞部門・受賞品

農林水産省生産局長賞

農林水産大臣賞

受賞者

長野県知事賞
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氏　 　名 市町村名等

農林水産大臣賞 谷口醸造株式会社 飯田市 野沢菜うめーず

農林水産省食料産業局長賞 株式会社やまへい 小諸市 ベジフル５

関東農政局長賞 株式会社まるたか 安曇野市 野沢菜昆布

株式会社くるまや 御代田町 松前漬野沢菜

有限会社山田醸造 岡谷市 羽広菜漬

農林水産大臣賞 丸二食品株式会社 佐久市 べったら漬

農林水産省食料産業局長賞 丸井醸造株式会社 飯田市 本漬野沢菜

関東農政局長賞 株式会社キョウショク 御代田町 ごぼうくるみ味噌

谷口醸造株式会社 飯田市
小布施丸茄子からし
漬

丸昌稲垣株式会社 飯田市 胡瓜たまり漬

農林水産大臣賞 ㈱地紙世商店 茅野市 角寒天

水産庁長官賞 信濃寒天㈱ 諏訪市 角寒天

長野県知事賞 ㈲イリイチ 茅野市 角寒天

長野県知事賞 ㈱かのう 諏訪市 角寒天

農林水産大臣賞 本木　倫吉 山形村 白ネギ

農林水産省生産局長賞 藤澤　豊彦 箕輪町 白ネギ

長野県知事賞
(株)やまやす中島農園

代表　中島　正文 飯田市 白ネギ

農林水産大臣賞 山口年春 JA大北 肉用牛和牛肥育

高原牧場 JA松本ハイランド 肉用牛種牛

（農）SPFこがねや第二
小池雅昭 JAみなみ信州 肉豚

竹渕洋平 塩尻市 肉用牛肉牛和牛肥育

関東農政局長賞 吉沢宏 JA長野八ヶ岳 肉用牛牛肉和牛肥育

㈲アグリランド松本 JA松本ハイランド
黒毛和種去勢理想肥

育県内産

小山清志 JAみなみ信州 黒毛和種種雌牛育成

高原牧場 JA松本ハイランド 黒毛和種種雌牛若雌

小山清志 JAみなみ信州 黒毛和種種雌牛成牛

㈲小田切牧場 JA信州うえだ 交雑種去勢肥育

行田今朝仁 JA信州諏訪 交雑種雌肥育

本村隆雄 JAみなみ信州 肉豚

第58回漬物品評会
（浅漬物の部）

長野県知事賞

行事名 賞の名称

第58回漬物品評会
（本漬物の部）

長野県知事賞

第43回寒天品評会

長野県白ネギ品質向上共進会

第６７回長野県畜産共進会

農林水産省生産局長賞

長野県知事賞

受賞者

受賞部門・受賞品
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氏　 　名 市町村名等

【一般行事】

第37回信州きのこ祭り
長野県きのこ料理コンクール

長野県知事賞 川口　奈緒 木島平村
北信濃きのこたっぷり
丼

第36回長野県わさび共進会 長野県知事賞 有賀　るい 安曇野市 根茎の部

第41回長野県茶の共進会 長野県知事賞 大平　元紀 天龍村 やぶきた

滝沢　弥生
（やよい農園）

飯山市
商品加工の部
（菓子）

西尾　禮子 木曽町
商品加工の部
（菓子以外）

藤本　弘子 飯山市
創作ふるさと料理の
部

第65回下伊那子山羊共進会
特別優秀賞
（長野県知事賞）

関島　和人 飯田市

最優秀賞
（長野県知事賞）

三岳平谷牧場 木曽町 大阪市食肉市場

最優秀賞
（長野県知事賞）

木下　豊子 飯田市 京都食肉市場

信州乳用牛群検定農家コンクール
最優秀賞
（長野県知事賞）

宇藤　友隆 松本市

最優秀賞
（長野県知事賞）

小林　正春 南牧村 年間300ｔ以上

最優秀賞
（長野県知事賞）

渡辺　建夫 小諸市 年間150～300ｔ

特別優秀賞
（長野県知事賞）

奥牧　宏明 木曽町 雌

特別優秀賞
（長野県知事賞）

三沢　千秋 木曽町 去勢

信州牛生産販売協議会第29回肉牛
枝肉共進会

特別優秀賞
（長野県知事賞）

中西　則重 小布施町

グランドチャンピオン
（長野県知事賞）

小林　政幸 東御市 未経産牛

グランドチャンピオン
（長野県知事賞）

塚田　伊佐男 坂城町 経産牛

平成26年度長野県自給飼料共励会
最優秀賞
（長野県知事賞）

三村　誠一 松本市 牧乾草

第41回和牛繁殖技術共励会
最優秀賞
（長野県知事賞）

城下　治三 喬木村

第11回鶏卵品質共励会
最優秀賞
（長野県知事賞）

中島　昌志 松本市 白色鶏

本藤　すみ子 長野市 農業経営活動の部

松川村生活改善グルー
プ連絡協議会

松川村 地域活動の部

三村　徳明 松本市
プロジェクト発表の
部

大久保　昌則 上田市 意見発表の部

遊休農地活用功績者表彰 長野県知事賞 (農)田原 伊那市

氏　　名 市町村 摘要
林　力三 飯田市 精粟

最優秀賞
（長野県知事賞）

第41回長野県ブラック＆ホワイト
ショウ

平成26年度長野県乳質改善共励会

平成26年度長野県中央家畜市場子
牛共進会

行事名 賞の名称

第35回信州和牛（長野県産）枝肉
共励会

第24回信州の味コンクール
最優秀賞
（長野県知事賞）

明日の農業を担う若人のつどい
「青年農業者プロジェクト活動コ
ンクール」

最優秀賞
（長野県知事賞）

農村女性きらめきコンクール

受賞者

受賞部門・受賞品

新嘗祭献穀
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