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重複を除いた出品者数は35 

     出品茶の摘採時期 

プロダクツ部門 チャレンジ部門 

春茶 19 春茶 23 

夏茶 21 夏茶 34 

 秋茶 1 

            入賞茶の品種 

プロダクツ部門 チャレンジ部門 

アッサム系 アッサム系 

べにふうき 5 べにふうき 2 

べにほまれ 1 べにひかり 2 

日本種系 日本種系 

香駿 2 ふくみどり 2 

在来種 1 やぶきた 1 

   むさしかおり 1 

   やまとみどり実生 1 

    その他 その他 
自家育成種 1 自家育成種 1 

               出品者の所在 

都県名 
プロダクツ出

品数 

チャレンジ出
品数 

埼玉県 3 （2） 13（4） 

茨城県 2（2） 3（2） 

東京都 2（1）   

神奈川県   1（1） 

長野県 1（1）   

山梨県   1（1） 

静岡県 15（8） 24（14） 

愛知県    1（1） 

三重県 1（1） 1（1） 

岐阜県 1（1） 4（2） 

滋賀県 3（2） 3（2） 

奈良県 1（1） 3（2） 

福岡県 5（2）   

大分県 1（1）   

熊本県 4（2） 3（1） 

鹿児島県 1（1）   

沖縄県   1（1） 

合 計 40（25） 58（32） 
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国産紅茶グランプリ 2022 
 入 賞 茶 紹 介 

 
チ ャ レ ン ジ 部 門 

入賞茶の写真と特徴を掲載しました。 
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出品番号：C-11 マルヒ製茶（静岡県） 

品種：むさしかおり 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：やさしい香り 
滋味：渋み少なく飲みやすい 
殻色：赤銅色 

チャレンジ部門：グランプリ賞            
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出品番号：C-48 出品者：清水園製茶場（埼玉県） 

品種：ふくみどり 
茶期：春 
水色：紅色   
香気：ふくよかな香り 
滋味：渋み少なく香り豊かな香味 
殻色：緑を帯びた赤銅色 

チャレンジ部門：準グランプリ賞 
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出品番号：C-52 出品者：やまとう栗原園（埼玉県） 

品種：ふくみどり 
茶期：夏 
水色：紅色   
香気：おとなしく落ち着いた香り 
滋味：渋み少なく優しい味の紅茶 
殻色：鈍い赤銅色 

チャレンジ部門：準グランプリ賞  
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出品番号：C-30 出品者：釜炒り茶柴本（静岡県） 

品種：自家育成種 
茶期：夏 
水色：紅色   
香気：ハーブ様の品種香 
滋味：わずかに甘味を感じる品種味 
殻色：緑を帯びる赤銅色 

チャレンジ部門：審査委員長賞 
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出品番号：C-04 出品者：さしま茶 長野園（茨城県） 

品種：べにひかり 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：華やかさのある特徴的な品種香 
滋味：個性的な華やかさのある香味 
殻色：緑を帯びる浅い赤銅色 

チャレンジ部門：金賞 
           尾張旭市観光協会会長賞 
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出品番号：C-36 出品者：岩永製茶園（熊本県） 

品種：在来種 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：やや甘味のある香り 
滋味：やや甘味を感じる優しい香味 
殻色：赤銅色 

チャレンジ部門：金賞 
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出品番号：C-22 出品者：高野茶園（神奈川県） 

品種：やぶきた  
茶期：春 
水色：鮮紅色   
香気：おとなしい果実香 
滋味：渋み少なく香味のバランスが良い 
殻色：赤銅色 

チャレンジ部門：金賞 
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出品番号：C-09 出品者：原田康太（静岡県） 

品種：べにひかり 
茶期：春 
水色：明るい紅色   
香気：軽快な香り 
滋味：繊細な渋みのある香味 
殻色：鈍い赤銅色 

チャレンジ部門：銀賞 
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出品番号：C-16 出品者：武田製茶農場（滋賀県） 

品種：べにふうき 
茶期：夏  
水色：鮮紅色   
香気：重厚感のある香り 
滋味：少し渋みあるが飲みやすい 
殻色：赤銅色 

チャレンジ部門：銀賞  
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出品番号：C-25 出品者：やんばる紅茶（沖縄県） 

品種：べにふうき 
茶期：春 
水色：紅色   
香気：優しい花香 
滋味：渋みのある軽快な味 
殻色：赤銅色 

チャレンジ部門：銀賞 
                               一般審査員特別賞  
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国産紅茶グランプリ 2021 
 入 賞 茶 紹 介 

 
プロダクツ 部 門 
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出品番号：P-40  出品者：井村製茶（静岡県） 

品種：べにふうき 
茶期：夏 
水色：紅色   
香気：きりっとした香り 
滋味：渋みのある香り豊かな香味 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：グランプリ賞 
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出品番号：P-24  出品者：伊達丸亀製茶（三重県） 

品種：べにほまれ 
茶期：春 
水色：鮮紅色   
香気：重厚感のある香り 
滋味：香味のバランスが良い 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：準グランプリ賞 
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出品番号：P-11 出品者：マルヒ製茶（静岡県） 

品種：香駿 
茶期：夏 
水色：紅色   
香気：芳醇な香り 
滋味：穏やかで芳醇な香味 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：準グランプリ賞 
           尾張旭市長賞          
                               一般審査員特別賞                          
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出品番号：P-26  出品者：釜炒り茶柴本（静岡県） 

品種：自家育成種 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：軽快な香り 
滋味：渋み少なく飲みやすい 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：審査委員長賞            
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出品番号：P-02  出品者：お茶の坂口園（熊本県） 

品種：べにふうき 
茶期：春 
水色：紅色   
香気：爽快な香気 
滋味：心地よい渋み 
殻色：明るい赤銅色 

プロダクツ部門：金賞 
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出品番号：P-15  出品者：中村農園（滋賀県） 

品種：香駿 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：おとなしいが芳醇な香り 
滋味：渋み少なく飲みやすい紅茶 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：金賞 
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出品番号：P-06  出品者：春日ティーファクトリー（岐阜県） 

品種：在来種 
茶期：夏 
水色：橙紅色   
香気：おとなしいが芳醇な香り 
滋味：甘味を感じる飲みやすい紅茶 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：金賞 
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出品番号：P-31  出品者：牧之原山本園（静岡県） 

品種：べにふうき 
茶期：春 
水色：濃紅色   
香気：おとなしいがすっきりした香り 
滋味：爽快な渋み 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：銀賞 
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出品番号：P-19  出品者（株）有村製茶（鹿児島県） 

品種：べにふうき 
茶期：夏 
水色：鮮紅色   
香気：芳醇な香り 
滋味：上品な渋みと洗練された味 
殻色：赤銅色 

プロダクツ部門：銀賞 
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出品番号：P-18  出品者：カネトウ三浦園（静岡県） 

品種：べにふうき 
茶期：夏 
水色：濃紅色   
香気：深みのある香気 
滋味：しっかりとした渋みと香り 
殻色：鈍い赤銅色 

プロダクツ部門：銀賞 
                              尾張旭市議会議長賞  
   


