
令和２年度「ふじのくに山のお茶 100 選」の認定
（静岡県中山間 100 銘茶協議会）

１ 概 要

・令和２年 10 月５日、６日に「ふじのくに山のお茶 100 選」銘茶コンテスト 2020 審査

会を開催し、応募があった 74 点の出品茶について審査を行った。

・「ふじのくに山のお茶 100 選」は毎年度認定しており、令和元年度に認定実績のある継

続出品茶が 58 点、新たに出品されたお茶が 16 点であった。

・審査の結果、令和２年度は 69 点（継続出品茶 56 点、新規出品茶 13 点）を認定するこ

ととした。

・審査員特別賞には、山のお茶の特徴である旨味とさわやかな香り、綺麗な形状が際立

つ茶や特徴のある技法を用いて製造された茶など計８点が選定された。

２ 認定日 令和２年 10 月 30 日

３ 出品数及び認定数の詳細

４ 昨年度からの認定数の変化

５ 審査員特別賞 ８点

＜詳細＞

茶種 出品茶 出品者 備考

不発酵茶

東頭 小杉 佳輝 ４年連続

わら香玉露 茶農家にゅうや 森 朝世

牧原草人 駄農園 高塚 貞夫 ２年連続

北限の川根茶 北限の川根茶 海野農園 海野 善久 新規

特撰奥三倉 有限会社太田茶店 太田 貴久 新規

静岡山のお茶「しずく」 茶楽㈲山梨商店 新規

微・半

発酵茶

本山釜炒り茶・香寿 ㈱製茶問屋山梨商店

印雑のチカラ 丸高農園 高橋 一彰

不発酵茶 微・半発酵茶 発酵茶

出品数 認定数 不認定数 出品数 認定数 不認定数 出品数 認定数 不認定数

継続 40 40 ０ ５ ４ １ 13 12 １

新規 12 10 ２ ０ ０ ０ ４ ３ １

計 52 50 ２ ５ ４ １ 17 15 ２

不発酵茶 微・半発酵茶 発酵茶 計

Ｒ1 48 ４ 14 66

Ｒ２ 50 ４ 15 69

増減 ２ ０ １ ３



６ 新規認定茶 13 点（出品数 16 点）

＜詳細＞

７ 認定茶 69 点（出品数 74 点）

別添 「ふじのくに山のお茶 100 選」銘茶コンテスト 2020 一覧

茶種 出品茶 出品者

不発酵茶

美 髙木 郷美

清山茶師 株式会社本目浅吉商店

有機煎茶 櫻翠 株式会社本目浅吉商店

赤野 おくみどり 茶夢里栄工房マルマス鈴木園

かぐら 鈴木茶苑 鈴木 勝彦

北限の川根茶 北限の川根茶 海野農園 海野 善久

市之瀬の里 緑茶ティーバッグ 株式会社 市之瀬の里

森のおやまのさきみどり 成茶加納 株式会社

特撰奥三倉 有限会社太田茶店 太田 貴久

静岡山のお茶「しずく」 茶楽㈲山梨商店

発酵茶

高山の紅茶 梅ヶ島 茶楽㈲山梨商店

宝玉の和製黒茶 有限会社お茶の宝玉園 代表取締役 寺田 直樹

茜富士紅茶 カネトミ深沢製茶 深沢 英和



（別添）

2020
認定番号

出品者 出品茶 分類
新規または

継続
審査員
特別賞

20-G1 山水園　内野　清己 霧の露 普通煎茶 継続

20-G2 丹野園　丹野　浩之 川根川霧の輝き 普通煎茶 継続

20-G3 ㈱長野商店 生粋の本山茶 普通煎茶 継続

20-G4 ＪＡしみず営農振興センター　きらり 幸せのお茶　まちこ 普通煎茶 継続

20-G5
（有）カネタ太田園
代表取締役　太田　昌孝

山育ちのお茶 普通煎茶 継続

20-G6
（有）カネタ太田園
代表取締役　太田　昌孝

山のつゆひかり 普通煎茶 継続

20-G7 荒井園 湧水造　(ゆうすいづくり) 普通煎茶 継続

20-G8 小杉　佳輝 東頭 普通煎茶 継続 〇

20-G9 富士山まる茂茶園株式会社 山室農茶　ごらいこう 普通煎茶 継続

20-G10
大井川農業協同組合
茶業部　茶加工課　川根工場　中平　充浩

天空の茶産地　川根　奥光　風 普通煎茶 継続

20-G11 株式会社 葉桐 やまかい 普通煎茶 継続

20-G12 株式会社 葉桐 香駿 普通煎茶 継続

20-G13 つちや農園　土屋　裕子 ひかり小町 普通煎茶 継続

20-G14 藤枝市茶振興協議会 藤枝一香 普通煎茶 継続

20-G15 錦園石部商店　石部健太朗 茶匠　望月庄司のさくらかおり 普通煎茶 継続

20-G16 ㈱製茶問屋山梨商店 水出し本山茶 普通煎茶 継続

20-G17 両河内茶業会 高嶺の香（たかねのはな） 普通煎茶 継続

20-G18 中根製茶株式会社 有機煎茶　てんこちょ 普通煎茶 継続

20-G19 つちや農園　土屋　裕子 大河の雫 普通煎茶 継続

20-G20 倉田　明良 （農薬不使用茶）徳山の雫 普通煎茶 継続

20-G21 株式会社 鈴木長十商店 高原銘茶 五和の浅むし 普通煎茶 継続

20-G22 ㈱製茶問屋山梨商店 日本平やぶきた 普通煎茶 継続

20-G23 株式会社海野兼太郎商店 古武士 普通煎茶 継続

20-G24 髙木　郷美 美 普通煎茶 新規

20-G25 株式会社本目浅吉商店 清山茶師 普通煎茶 新規

20-G26 株式会社本目浅吉商店 有機煎茶　櫻翠 普通煎茶 新規

20-G27 鈴木茶苑　鈴木　勝彦 かぐら 普通煎茶 新規

20-G28
北限の川根茶　海野農園
海野　善久

北限の川根茶 普通煎茶 新規 〇

20-G29
株式会社　市之瀬の里
代表取締役 勝治 義男

市之瀬の里　緑茶ティーバッグ 普通煎茶 新規

20-G30 成茶加納 株式会社 森のおやまのさきみどり 普通煎茶 新規

20-G31
有限会社太田茶店
太田　貴久

特撰奥三倉 普通煎茶 新規 〇

20-G32 茶楽 ㈲ 山梨商店 静岡山のお茶「しずく」 普通煎茶 新規 〇

20-G33 合同会社　茶蔵 翠玉の雫 - つゆひかり　- 深蒸し煎茶 継続

「ふじのくに山のお茶100選」銘茶コンテスト2020　認定茶一覧



2020
認定番号

出品者 出品茶 分類
新規または

継続
審査員
特別賞

20-G34 カネトウ三浦園 霧暁の一茶～光彩 深蒸し煎茶 継続

20-G35
茶夢里栄工房マルマス鈴木園
鈴木敏久

あけののしずく かぶせ茶 継続

20-G36 荒井園 御厨かぶせ　(みくりやかぶせ) かぶせ茶 継続

20-G37 森　久功 森のおくみどり かぶせ茶 継続

20-G38 森　久功 楢尾のつゆひかり かぶせ茶 継続

20-G39
茶夢里栄工房マルマス鈴木園
鈴木敏久

赤野　おくみどり かぶせ茶 新規

20-G40 茶農家にゅうや　森　朝世 わら香玉露 玉露 継続 〇

20-G41 柴本　俊史 釜炒り茶♡すいーと 釜炒り茶 継続

20-G42 駄農園　髙塚貞夫 牧原草人 釜炒り茶 継続 〇

20-G43 富士山まる茂茶園株式会社 高焙煎 丸火 ほうじ茶 継続

20-G44 錦園石部商店　石部健太朗 しろぼうちゃ ほうじ茶 継続

20-G45 ㈱製茶問屋山梨商店 山のほうじ茶 ほうじ茶 継続

20-G46 ㈱製茶問屋山梨商店 ほうじ茶香寿 ほうじ茶 継続

20-G47 安間製茶　安間　孝介 つきしろ その他（白葉茶） 継続

20-G48 勝間田開拓茶農協 花ここち その他（香り緑茶） 継続

20-G49 池田園　池田　佳正 とよさわ日干晩茶 その他（番茶） 継続

20-G50 前島　達実 小丹のしずく その他（玉露、白葉茶） 継続

20-S1 ㈱製茶問屋山梨商店 本山釜炒り茶・香寿 包種茶 継続 〇

20-S2
有限会社お茶の宝玉園
代表取締役　寺田　直樹

美発酵茶　和製白茶　白じゅび その他（白茶） 継続

20-S3 柴本　俊史 焙煎烏龍 烏龍茶 継続

20-S4 丸高農園　高橋　一彰 印雑のチカラ 包種茶 継続 〇

20-F1 牧之原山本園　山本守日瑚 和らぎ香り紅茶「春摘み」 紅茶 継続

20-F2 荒井園 富士山紅茶 Highlands 紅茶 継続

20-F3 西村農園　西村　哲
復刻熟成紅茶 PaPa Tea（ぱぱ・
てぃー）

紅茶 継続

20-F4
有限会社お茶の宝玉園
代表取締役　寺田　直樹

宝玉和紅茶　旬（ファースト）　和製
BLEND ４

紅茶 継続

20-F5 勝又苑　勝又　修
三島の紅茶（春摘みファーストフラッ
シュ）

紅茶 継続

20-F6 株式会社　小島康平商店 静岡川根杉谷さんの紅茶 紅茶 継続

20-F7 井村製茶 金谷和紅茶ももかpremiuｍ 紅茶 継続

20-F8
マルヒ製茶
鈴木　英之

紅 紅茶 継続

20-F9 牧之原山本園　山本守日瑚 和らぎ香り紅茶「夏摘み」 紅茶 継続

20-F10 大淵二丁目ささば景観保存会 笹場紅茶 磨き 紅茶 継続

20-F11 池田園　池田　佳正 池田さんの和紅茶 紅茶 継続

20-F12 茶楽 ㈲ 山梨商店 高山の紅茶　梅ヶ島 紅茶 新規

20-F13 カネトミ深沢製茶　深沢英和 茜富士紅茶 紅茶 新規

20-F14 ㈱製茶問屋山梨商店 Ｌａ香寿 後発酵茶 継続

20-F15
有限会社お茶の宝玉園
代表取締役　寺田　直樹

宝玉の和製黒茶 後発酵茶 新規


