
(敬称略・順不同）

賞 部門 題名 学校名 学年・年齢 氏名

神戸市長賞 一般 梅雨のひととき 堤　美紀

神戸市長賞 高校生以上の学生 松葉ボタン 茨城県立水戸高等特別支援学校 ３年 鈴木　康助

神戸市長賞 中学生 たくましく生きるタンポポ 群馬大学教育学部附属中学校 ３年 吉水　愛莉

神戸市長賞 小学生高学年 アザミ咲くころ 群馬大学教育学部附属小学校 ４年 木村　湊

神戸市長賞 小学生低学年 カラフルひまわり 神戸市立小部東小学校 ３年 平野　こはる

神戸市長賞 幼児 おはな　きれいねえ 船場御坊幼稚園 ４歳 山本　朝日

神戸市教育委員会賞 一般 サザンカのお宿 岡田　智子

神戸市教育委員会賞 高校生以上の学生 覇王樹 群馬工業高等専門学校 ３年 岩﨑　真央

神戸市教育委員会賞 中学生 黒いチューリップ 神戸市立鷹取中学校 ３年 山根　美音

神戸市教育委員会賞 小学生高学年 ひまわりの街 神戸市立高津橋小学校 ４年 赤司　沙優

神戸市教育委員会賞 小学生低学年 いろんなかさなった花 神戸市立高羽小学校 ３年 𠮷間　琥生

神戸市教育委員会賞 幼児 ピーナツ畑のジャングルだよ 神戸市立太山寺幼稚園 ５歳 谷口　聖佳

神戸新聞社賞 一般 思い出の庭に咲くヤグルマギク 松末　哲也

神戸新聞社賞 高校生以上の学生 夜空の花 兵庫県立西宮今津高校 ２年 萩本　今日子

神戸新聞社賞 中学生 薔薇 堺市立上野芝中学校 １年 新井　みのり

神戸新聞社賞 小学生高学年 花いっぱい 岩倉市立岩倉南小学校 ６年 中村　理子

神戸新聞社賞 小学生低学年 校門のそばにさいてたよ 神戸市立和田岬小学校 ２年 永井　琉愛

神戸新聞社賞 幼児 雨の日のコスモス 学校法人和弘学園 幼保連携型認定こども園 明舞幼稚園 ５歳 佐々木　陽香

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 一般 地面に咲く花 岡部　蓮

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 高校生以上の学生 雨あがりの椿 九州産業大学付属九州高校 ２年 小林　千夏

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 中学生 花びんの花 神戸市立北神戸中学校 ３年 番匠わかな

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生高学年 花時計 神戸市立出合小学校 ５年 山本　萌瑠杏

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生低学年 校門のそばにさいてたよ 神戸市立和田岬小学校 ２年 吉　尊叶

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 幼児 ひまわり キートスガーデン幼稚園 ５歳 柚原　拓司

特選 一般 オート・クチュール花華英椛（フラワー） 畠山　浩奈

特選 一般 お花のメロディー 濱崎　宣子

特選 一般 夏 小川　隆志

特選 一般 青いケシ 中林　真由砂

特選 一般 さわやかな夏の風 天野　妙

特選 高校生以上の学生 フラワーコンチェルト 名古屋芸術大学 ２年 荒川　美咲

特選 高校生以上の学生 満開 成安造形大学 ３年 古山　加奈

特選 高校生以上の学生 Groovin′flowers 私立大手前丸亀高等学校 ２年 桒原　香音

特選 高校生以上の学生 空とタイサンボク 学校法人日翔学園 高知開成専門学校 ２年 田村　嘉永

特選 高校生以上の学生 おばあちゃん家のユリ 野田学園高等学校 ２年 林　里穂

特選 中学生 タンポポを見つめて 松戸市立旭町中学校 ３年 松井　天昌

特選 中学生 すずらんたこさん 知立市立知立中学校 ２年 中垣　佳穂

特選 中学生 紫陽花 神戸市立西代中学校 ２年 康　凜花

特選 中学生 愛くるしいすずらん 群馬大学教育学部附属中学校 １年 水島　聖菜

特選 中学生 𩸽（ホッケ） さいたま市立木崎中学校 ３年 佐藤　苺

特選 中学生 立春に咲く一輪 神戸市立東落合中学校 ３年 丸岡　蒼唯

特選 中学生 雨上がりのあじさい 神戸市立東落合中学校 ３年 辰野　凜音

特選 中学生 花壇の赤紫の花 神戸市立渚中学校 ２年 中澤　左希子

特選 中学生 雨に濡れたサンカヨウ 東広島市立中央中学校 ３年 清水迫　萌々花

特選 中学生 ひまわり開花 神戸市立鷹取中学校 ３年 𠮷井　輝

特選 中学生 バラと曇り空 神戸市立渚中学校 ３年 山本　野々花

特選 小学生高学年 マリーゴールド 三木市立自由が丘東小学校 ５年 谷口あいり

特選 小学生高学年 緑の楽園 神戸市立高羽小学校 ４年 蓬莱　愛理

特選 小学生高学年 桜満開の道 尼崎市立七松小学校 ４年 多田　悠太

特選 小学生高学年 サクラサケ 神戸市立和田岬小学校 ６年 吸原　灯真

特選 小学生高学年 flowers　㎩radise 前橋市立城南小学校 ６年 石井　こすも

特選 小学生高学年 カーネーションと景色 神戸市立東須磨小学校 ５年 金田　睦未

特選 小学生高学年 たんぽぽ畑 藤沢市立滝の沢小学校 ６年 吉村　梨央

特選 小学生高学年 ざっ草の中にはえているきれいな花 神戸市立高羽小学校 ４年 松岡　菫子

特選 小学生高学年 マリーゴールド 名古屋市立田代小学校 ４年 荻巣　こと葉

特選 小学生高学年 黄色い花 名古屋市立中小田井小学校 ６年 高瀬　杏

特選 小学生高学年 夜の花 堺市立登美丘南小学校 ５年 殿村　ののか

特選 小学生高学年 たねでできた花びらのヒマワリ畑 神戸市立成徳小学校 ６年 井坂　天音

特選 小学生高学年 カサブランカ 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ５年 熊澤　優心

特選 小学生高学年 深紅のバラ 前橋市立荒牧小学校 ６年 岡田　柚

特選 小学生低学年 お花いっぱい、お花ばたけ。 神戸市立成徳小学校 ２年 友次　勇利

特選 小学生低学年 へんな花 神戸市立成徳小学校 ２年 藤原　衣吹

特選 小学生低学年 いろいろなはな 神戸市立高羽小学校 ３年 沖野　拓馬

特選 小学生低学年 ロマチックな花のせかい 神戸市立高羽小学校 ３年 室屋　陽乃

特選 小学生低学年 はまぎく 清須市立古城小学校 ２年 石川　航太郎

特選 小学生低学年 あさがお 調布市立深大寺小学校 １年 苣田　美花

特選 小学生低学年 秋桜の星 私立　聖ヨゼフ学園小学校 １年 内田　湧葵
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賞 部門 題名 学校名 学年・年齢 氏名

特選 小学生低学年 さいたよ♡ 神戸市立湊小学校 ２年 嶋田　莉子

特選 小学生低学年 ショウカイドウ 山の手小学校 ３年 豊田　徳哉

特選 小学生低学年 夏の花 神戸市立櫨谷小学校 ３年 高坂　僚

特選 小学生低学年 校門のそばにさいてたよ 神戸市立和田岬小学校 ２年 住谷　怜哉

特選 小学生低学年 おはながいっぱいのもり 岐阜県海津市立海西小学校 １年 田中　塔子

特選 小学生低学年 白く光る。 西宮市立甲子園浜小学校 ３年 金澤　里依奈

特選 小学生低学年 お庭にさいたホウセンカ 前橋市立若宮小学校 ３年 小野里　楓

特選 幼児 なつのおもいで 岩岡こども園 ６歳 相部　遥希

特選 幼児 アジサイが好き！ 神戸市立小束山幼稚園 ５歳 中嶋　綾美

特選 幼児 いろんなお花のお花畑 認定こども園　神楽こども園 ５歳 梶原　望緒梨

特選 幼児 お花畑に行こう 神戸市立小束山幼稚園 ５歳 嵯峨　蒼彩

特選 幼児 ハスの花～おばあちゃんだいすき～ 神戸大学附属幼稚園 ６歳 上田　常葉

特選 幼児 無題 幼稚園 神崎　結希

特選 幼児 レインボーはな 岩岡こども園 ５歳 芳野　巧

特選 幼児 きれいなおはなたち 神戸市立岩岡幼稚園 ６歳 森　まひろ

特選 幼児 ばらとひまわり 岩岡こども園 ５歳 藤田　湊

特選 幼児 あさがお 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ６歳 浜田　羽奏

入選 一般 彼岸花の咲く庭園でほほえむ木造仏とのハーモニー！ 稲葉　悦夫

入選 一般 ハナ プラネット 古畑　秀子

入選 一般 グリーンネックレスをそえて 岩本　弥栄子

入選 一般 藤のカーテンで覆いつくして 藤田　雅史

入選 一般 花から力を！ 山口　秀子

入選 一般 咲いて 跳ねる 花手毬 堀　かづみ

入選 一般 あさ 清田　良

入選 一般 レッサーパンダさんからの贈り物 藤澤　響子

入選 一般 ３月の梅と空 松本　悠

入選 一般 うさみみラベンダー 大田　勤美

入選 一般 かすみ 岡本　敦子

入選 高校生以上の学生 あさがおの夢 神戸村野工業高等学校 １年 中谷　俊治

入選 高校生以上の学生 「悲しみ、苦しみは、人生の花だ。」 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 ２年 前田　優弥

入選 高校生以上の学生 ブーゲンビレア 神戸市立摩耶兵庫高等学校 １年 吉村　帆加

入選 高校生以上の学生 美しく咲くアマリリス 前橋育英高等学校 ３年 萩原　優乃

入選 高校生以上の学生 花の扉 群馬大学 ３年 榊田　優香

入選 高校生以上の学生 すいれん 熊本県立御船高等学校 ２年 宮守　茉菜

入選 高校生以上の学生 転生 日本アニメ・マンガ専門学校 ２年 渋川　紗枝

入選 高校生以上の学生 ジギタリス 名古屋学芸大学 １年 平野　華菜

入選 高校生以上の学生 似た花同士 神戸野田高等学校 １年 神長　基樹

入選 高校生以上の学生 波紋 星槎国際高等学校 ２年 鈴木　美音

入選 高校生以上の学生 高潔 愛知工業大学名電高等学校 ３年 桑原　光司

入選 中学生 天国 愛知県立刈谷市立朝日中学校 ３年 後藤　英莉花

入選 中学生 藤棚 神戸市立東落合中学校 ３年 初瀬　礼花

入選 中学生 ハスの花の在り方 神戸市立上野中学校 ３年 川向　杏奈

入選 中学生 朝露に咲くサンカヨウ 樹徳中学校 １年 長井　萌々香

入選 中学生 忘れられた花 神戸市立渚中学校 ２年 廣瀬　優

入選 中学生 応援花 江戸川女子中学校 ２年 井上　茉優

入選 中学生 根強く咲く花 神戸市立鷹取中学校 ３年 宇貞　菜々子

入選 中学生 蓮の花（ハスノハナ） 尼崎市立日新中学校 １年 多田　太志

入選 中学生 ぼたん 別府市立中部中学校 ２年 石田　美優

入選 中学生 アサガオ 神戸市立東落合中学校 ３年 出口　心望

入選 中学生 私の町のパンジー 神戸市立渚中学校 ３年 井出口　花

入選 中学生 なでしこ 松陰中学校 １年 髙橋　渚

入選 中学生 薔薇 帝塚山学院泉ケ丘中学校 ３年 木村　美月

入選 中学生 サイネリア・ティア・ブルー 小郡市立大原中学校 ３年 中津　咲笑

入選 中学生 自然界のランタン 愛知県知立市立竜北中学校 ３年 篠笛　里恵

入選 中学生 彼岸花 神戸市立鷹取中学校 ３年 永田　麗羽

入選 中学生 夏空の下にさくすいれん 築紫野市立筑紫野南中学校 １年 八木　裕奈

入選 中学生 Glanz 前橋市立鎌倉中学校 ３年 狩野　南

入選 中学生 パンジー 神戸市立渚中学校 ３年 川俣　美春

入選 中学生 沖縄のハイビスカス 神戸市立渚中学校 ３年 山口　寧々

入選 中学生 パンジー 神戸市立渚中学校 ２年 人見　旬香

入選 小学生高学年 ノカンゾウパレード 清須市立清洲小学校 ４年 山本　遥陽

入選 小学生高学年 ひまわり 神戸市立蓮池小学校 ４年 香園　怜玖

入選 小学生高学年 幸福のブルーデージー 前橋市立桂萱小学校 ６年 大嶋　日和

入選 小学生高学年 ツバキの花がさいた！ 清須市立清洲小学校 ４年 山井　彩右

入選 小学生高学年 青い花 西宮市立甲子園浜小学校 ６年 菅谷　芽生

入選 小学生高学年 アスター 堺市立野田小学校 ４年 山下　凛音

入選 小学生高学年 ポピーのアーチをくぐったら… 神戸市立高羽小学校 ４年 山根　結奈
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賞 部門 題名 学校名 学年・年齢 氏名

入選 小学生高学年 夜に咲く花、月花美人 神戸市立舞子小学校 ６年 林　未生

入選 小学生高学年 葉につつまれるきれいな花 神戸市立高羽小学校 ４年 津森　一輝

入選 小学生高学年 花のつながり 西宮市立甲子園浜小学校 ６年 北垣　慶太郎

入選 小学生高学年 いろんな形いろんな色の3本のお花たち 神戸市立高羽小学校 ４年 井上　千緒里

入選 小学生高学年 夏の花達 神戸市立小寺小学校 ６年 水雲　夏緒

入選 小学生高学年 彼は誰時に芽吹くアサガオ 前橋市立桂萱東小学校 ６年 山﨑　創介

入選 小学生高学年 どこまでもつづく花 名古屋市立上野小学校 ４年 田和　朋南

入選 小学生高学年 火花 神戸市立高和小学校 ５年 藤井　美羽

入選 小学生高学年 満開じゃないアジサイ 神戸市立成徳小学校 ６年 岡野　香澄美

入選 小学生高学年 あなたにどどけ 神戸市立蓮池小学校 ４年 中村　明日香

入選 小学生高学年 あかい花 名古屋市立田代小学校 ６年 荻巣　陽成

入選 小学生高学年 青いバラ 堺市立上野芝小学校 ５年 竹山　日菜里

入選 小学生高学年 風でゆれるオレンジと白の花 神戸市立高羽小学校 ４年 岡西　凛

入選 小学生高学年 華やかな花がいっぱい 堺市立向丘小学校 ６年 本間　咲妃

入選 小学生高学年 ちょうのようなむらさきいろの花 神戸市立高羽小学校 ４年 杉本　大和

入選 小学生高学年 ユリの女王・カサブランカ 名古屋市立田代小学校 ４年 二村　朔帆

入選 小学生高学年 はな 神戸市立成徳小学校 ６年 髙橋　りお

入選 小学生高学年 チューリップの花 加古川市立尾上小学校 ６年 論田　愛佳

入選 小学生高学年 ほおずき 堺市立上野芝小学校 ６年 辻　羽流乃

入選 小学生高学年 輝く1日のはじまり 神戸市立舞子小学校 ６年 多田　聖

入選 小学生低学年 太ようのような３しょくの花 神戸市立高羽小学校 ３年 出水　すず

入選 小学生低学年 みどりの花 神戸市立高羽小学校 ３年 丸子　麗仁

入選 小学生低学年 赤くてきれいなアマリリス 神戸市立高羽小学校 ３年 眞殿　結衣

入選 小学生低学年 ２つのきれいな花 神戸市立高羽小学校 ３年 姫野　佑斗

入選 小学生低学年 カラフル！こん色花 神戸市立高羽小学校 ３年 宮田　郁歩

入選 小学生低学年 お花とともだち 名古屋市立枇杷島小学校 １年 水野　心陽

入選 小学生低学年 ひまわりとてんとうむし 神戸市立ありの台小学校 １年 大田　百華

入選 小学生低学年 曇りの日の花 堺市立向丘小学校 ３年 岡墻　種実

入選 小学生低学年 クレマチスがいっぱい 加古川市立鳩里小学校 ３年 上野　愛果

入選 小学生低学年 おおきなチューリップ 神戸市立岩岡小学校 １年 玉垣　心春

入選 小学生低学年 青い花 国分寺市立第九小学校 ３年 大津賀　梨帆

入選 小学生低学年 ２つの花 神戸市立出合小学校 ３年 植田　真白

入選 小学生低学年 ニコニコチューリップ 神戸市立成徳小学校 ３年 青木　葉琉

入選 小学生低学年 ろぼっとばな 神戸市立成徳小学校 １年 西山　颯

入選 小学生低学年 ちょうちょさんも大好きチューリップ 前橋市立芳賀小学校 ２年 風間　優芽

入選 小学生低学年 花（クサボケ） 稲沢市立大里西小学校 ３年 木村　湖翠

入選 小学生低学年 クレマチス 清須市立清洲東小学校 ３年 渡邉　ももか

入選 小学生低学年 夏の花のおひめさま　ひまわり 清須市立清洲小学校 ２年 近藤　優成

入選 小学生低学年 あさがお 清須市立古城小学校 １年 岡﨑　葉月

入選 小学生低学年 ちゅうぎく 清須市立清洲東小学校 １年 小川　日葵

入選 小学生低学年 ひまわり咲いた 神戸市立舞多聞小学校 ３年 塗木　優汰

入選 小学生低学年 でっかいヒマワリ 神戸市立高津橋小学校 ３年 あ路川れ央

入選 小学生低学年 校門のそばにさいてたよ 神戸市立和田岬小学校 ２年 芝　晴太

入選 小学生低学年 みらいにいってみつけた花 神戸市立舞子小学校 １年 長谷川　莉子

入選 小学生低学年 さくら咲け！！ 加古川市立尾上小学校 ２年 論田　佳音

入選 小学生低学年 校門のそばにさいてたよ 神戸市立和田岬小学校 ２年 五郎丸　秀

入選 小学生低学年 名水の花 西宮市立南甲子園小学校 ３年 西坂　蓮奈

入選 小学生低学年 ひまわりの絵 神戸市立神陵台小学校 ３歳 中のたから

入選 幼児 おおきなお花 岩岡こども園 ４歳 信長　丈一朗

入選 幼児 お花とわたし わかまつ幼稚園 ５歳 西川　瑚夏

入選 幼児 いろチューリップ 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ４歳 福本　梨華

入選 幼児 チューリップとひまわりと桜 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ５歳 中村　あさひ

入選 幼児 ひまわり 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ５歳 大和田　惇平

入選 幼児 ひまわりとお花 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ６歳 神明　有純

入選 幼児 はす 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ４歳 金谷　大和

入選 幼児 ポピー 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ４歳 林　柚希

入選 幼児 ピーナツ畑で遊んだよ 神戸市立太山寺幼稚園 ５歳 武士　和史

入選 幼児 空までとどけ！ 幼保連携型認定こども園 八多保育園 ３歳 岩佐　まゆり

入選 幼児 お花畑であそんだよ 神戸市立小束山幼稚園 ５歳 船引　礼

入選 幼児 ちょうちょとお花 びわじま幼稚園 ６歳 渡辺　勇翔

入選 幼児 あさがお 子宝幼稚園 ６歳 園畠　里佳

入選 幼児 つるがぐるぐるむらさきのあさがお 幼保連携型認定こども園 八多保育園 ３歳 木下　綾乃

入選 幼児 花とトカゲ 学園幼稚園 ５歳 中野　力駆

入選 幼児 なつのすずしいおはな 神戸大学附属幼稚園 ５歳 西岡　凛音
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