
【別紙6】

番号 賞名 品名 住所 氏名・会社名
1 精過燐酸 東京府南葛飾郡大島町 東京人造肥料株式会社
2 硫曹最高度過燐酸石灰 大阪市西区西野下之町 大阪硫曹株式会社
3 セ印強燐酸1） 兵庫県加古郡別府村 多本粂次郎

4 強過燐酸 東京府北豊島郡王寺町 関東酸曹株式会社

5 強過燐酸肥料 東京府南葛飾郡大木村 日本人造肥料合資会社
6 最強過燐酸石灰 大阪市西区湊屋町 大阪アルカリ株式会社
7 菜種板粕 大阪市北区安井町 摂津製油株式会社
8 菜種油本貫粕 大阪府中河内郡龍華村 株式会社桑名屋製油所
9 菜種油粕 三重県四日市市浜町 四日市製油場

10 日本肥料極製過燐酸 岡山県岡山市船着町 日本製銅硫酸肥料株式会社
11 菜種油玉粕 名古屋市西区広井町 名古屋製油株式会社
12 大豆粕 愛知県知多郡亀崎町 井口商会
13 菜種油粕 京都府綴喜郡井手村 小河宇兵衛
14 板搾菜種油粕 大阪府東成郡住吉村 太田儀兵衛
15 硫酸安母尼亜 大阪市西区川岸町 大阪舎密工業株式会社
16 菜種油粕 大阪府三島郡清水村 古藤吉迪
17 燻製骨粉 神奈川県横浜市太田町 堀江宗太郎
18 焼酎干粕 三重県三重郡楠村 竹野伊之松
19 菜種油粕 三重県四日市市稲葉町 熊澤製油場
20 菜種油粕 静岡県浜名郡富塚村 池ヶ谷喜次郎
21 菜種油粕 滋賀県甲賀郡下田村 谷口作與門
22 菜種油丸粕 岐阜県安八郡大垣町 米山繁次郎
23 菜種油粕 福井県南條郡武生町 藤井惣吉
24 菜種油粕 福井県坂井郡丸岡町 戸田善四郎
25 菜種油粕 福井県坂井郡三国町 梅谷久平
26 鯨骨肥料 和歌山県東牟婁郡大島村 山本徳太郎
27 徳成大豆粕 徳島県徳島市寺島町 徳島豆粕製造株式会社
28 大豆粕 名古屋市熱田区熱田新尾頭町 日本豆粕製造合名会社
29 菜種油粕 愛知県知多郡半田町 新見佐七
30 特製大豆粕 愛知県渥美郡田原町 山内庄蔵

31 ヨ完全肥料一号2） 東京市神田区柳原河岸 養國社主任長井郡三郎

32 特許第壱号長尾肥料 京都府与謝郡宮津町 長尾庄助
33 菜種油粕 大阪府泉南郡北近義村 米子安太郎
34 菜種油粕 大阪府三島郡島本村 金田安兵衛
35 肥料乾燥ぐみ 神奈川県三浦郡北下浦村 長島平蔵
36 肥料乾燥ぐみ 神奈川県三浦郡北下浦村 髙橋福松
37 肥料吉テン米印赤巻糠3）兵庫県明石郡明石町 米澤吉次郎
38 胡麻油粕 兵庫県三原郡福良町 平瀬平二
39 鰹荒粕 茨城県那珂郡前渡村 黒澤徳次郎
40 鰹荒粕 茨城県多賀郡大津町 村田福次郎
41 鰹荒粕 茨城県多賀郡大津町 村山清次
42 鰹荒粕 茨城県多賀郡大津町 山形吉平
43 菜種油粕 奈良県山辺郡朝和村 山中髙蔵
44 菜種油粕 奈良県磯城郡桜井町 北村合資会社
45 菜種油粕 奈良県磯城郡川東村 清水茂夫
46 菜種油粕 三重県三重郡常磐村 伊達重太郎
47 硫酸加里肥料 三重県四日市市浜一色村 伊藤忠吉
48 菜種油粕 三重県阿山郡上野町 川口伊助
49 燻製鯨骨粉末肥料 三重県四日市市西町 毛利周助
50 菜種油粕 滋賀県神崎郡五峰村 合資会社能登川製油場
51 菜種油粕 滋賀県野洲郡篠原村 三上正太郎
52 菜種油粕 滋賀県阪田郡長浜町 村瀬嘉平
53 福菜種油粕4） 岐阜県可児郡兼山町 藤掛義雄
54 菜種油粕 福井県大野郡勝山町 阿部吉太郎
55 菜種油粕 福井県大野郡大野町 林　清助
56 菜種油粕 福井県坂井郡丸岡町 戸澤吉兵衛
57 桐実油粕 福井県足羽郡東郷村 青山新右衛門
58 桐実油粕 福井県坂井郡金津町 山田善助
59 強過燐酸 富山県射水郡伏木町 北陸人造肥料株式会社
60 菜種油粕 富山県富山市上立町 中川善三郎
61 菜種油粕 富山県富山市中野町 三村金太郎
62 種粕 鳥取県東伯郡灘手村 松井竹蔵
63 稲肥料 鳥取県東伯郡小鴨村 中井喜七郎
64 海驢乾肉 島根県周吉郡西郷町 竹島漁猟合資会社
65 燻製鯨骨粉 広島県尾道市土堂町 湯浅重四郎
66 菜種油粕 山口県玖珂郡桑根村 河村禎蔵
67 燻製骨粉 山口県都濃郡末武南村 紀念肥料株式会社
68 鯨骨肥料 和歌山県西牟婁郡串本町 矢倉源兵衛
69 鰕目肥料 徳島県勝浦郡小松島町 海産株式会社
70 魚肥料 徳島県勝浦郡小松島町 泰地利喜蔵
71 上六号肥料 徳島県徳島市船場町 富士浅次郎
72 菜種油粕 徳島県板野郡川内村 井形道二
73 肥料種油粕 徳島県那賀郡坂野村 森吉兵次郎
74 鰮搾粕 愛媛県南宇和郡内海村 三浦卓蔵
75 菜種油粕 愛媛県松山市唐人町 古川慶次
76 大豆粕 愛知県知多郡半田町 小栗三郎
77 東海肥料第三号 愛知県愛知郡八幡村 東海製肥合名会社
78 菜種油粕 愛知県知多郡大野町 大野油商株式会社
79 菜種油粕 愛知県知多郡成岩町 榊原文八
80 鰮搾粕 愛知県宝飯郡形原村 鳥居安之助

資料：関西府県聯合共進会事務局編『関西府県聯合共進会事務報告』、1911年
：動物質肥料

1）セは○印にセ
2）ヨは山印にヨ
3）米は○印に米
4）福は○印に福

表4　明治43（1910）年 第10回関西府県聯合共進会における肥料の受賞者（名古屋市）

三等賞
18名

二等賞
9名

一等賞
3名

四等賞
50名


