
（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 シクラメン 岩内　千里

神戸市長賞 高校生以上の学生 花の印象 兵庫県立芦屋特別支援学校高等部 １年 篠原　聡一朗

神戸市長賞 中学生 綿毛をとばす少女 明石市立江井島中学校 ２年 山川　彩虹

神戸市長賞 小学生高学年 花のとろけるサーカス 西宮市立南甲子園小学校 ４年 大浦　彩帆

神戸市長賞 小学生低学年 コスモスのえ 清須市立清州東小学校 １年 渡邉　なな子

神戸市長賞 幼児 カラフルな花ばな 塩屋幼稚園 ６歳 中川　智仁

神戸市教育委員会賞 一般 いろんな花 酒井　エリ

神戸市教育委員会賞 高校生以上の学生 アジサイ 神戸電子専門学校 １年 稲垣　朱乃

神戸市教育委員会賞 中学生 奇跡の”すずらん” 神戸市立長田中学校 １年 布川　莉夏

神戸市教育委員会賞 小学生高学年 端っこでも生きてる 加古川市立鳩里小学校 ５年 今井　康貴

神戸市教育委員会賞 小学生低学年 あめのおさんぽ 神戸市立福住小学校 １年 菅原　穂香

神戸市教育委員会賞 幼児 ともだちといっしょにみずやりをしよう 神戸市立魚崎幼稚園 ４歳 福田　莉彩

神戸新聞社賞 一般 お花のおじさん 平野　奈美季

神戸新聞社賞 高校生以上の学生 羽ばたき 兵庫県立明石高等学校 １年 石橋　遊真

神戸新聞社賞 中学生 向日葵 知立市立知立中学校 ２年 木之下　優奈

神戸新聞社賞 小学生高学年 ひまわり 逗子市立久木小学校 ６年 隈部　美佑

神戸新聞社賞 小学生低学年 かわいいおはな 神戸市立住吉小学校 １年 原　有澄

神戸新聞社賞 幼児 ひまわり畑に行ったよ 桃の木幼稚園 ５歳 杉浦　旬

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 一般 時を彩る 松岡　美枝子

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 高校生以上の学生 たゆたう時 茨城高等学校 １年 加古　真優奈

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 中学生 上を向いて歩こう 神戸市立渚中学校 ３年 澤　遥音

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生高学年 いろんな種類の花 西宮市立甲子園浜小学校 ６年 和田　大河

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生低学年 オレンジの花、きれいだね 大分市立金池小学校 １年 岡田　康汰

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 幼児 コスモスとチューリップ 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ５歳 小山　希子

特選 一般 月夜の花野 馬場　美江

特選 高校生以上の学生 わたし 兵庫県立三田祥雲館高等学校 ２年 中川　莉織

特選 高校生以上の学生 チューリップの歌 神戸野田高等学校 １年 鈴木　梨々花

特選 高校生以上の学生 せせらぎ 専門学校アートカレッジ神戸 ２年 長濱　朱音

特選 中学生 空をあおぐひまわり 神戸市立西代中学校 ２年 花本　翼空

特選 中学生 春行きの切符 神戸市立上野中学校 ３年 梅原　拓海

特選 中学生 月と 山脇学園中学校 １年 靍岡　由奈

特選 小学生高学年 可憐なシャクヤク 前橋市立大胡小学校 ６年 星野　郁美

特選 小学生高学年 夏の空とひまわり 神戸市立西灘小学校 ６年 小澤　なつ

特選 小学生高学年 ボクの好きな花 神戸市立神戸小学校 ４年 小林　善宏

特選 小学生高学年 花 知立市立知立小学校 ４年 田口　華

特選 小学生低学年 カワイイお花たち 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校小学部 ２年 藤岡　実織

特選 小学生低学年 あさがおさいたよ 神戸市立松尾小学校 ２年 小松　有紗

特選 幼児 おにゆり 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ４歳 柏木　元

特選 幼児 チューリップ 学校法人大谷学園　鶴甲幼稚園 ３歳 千足　優那

特選 幼児 たんぽぽ ちとせこども園 ４歳 安田　羽玖

特選 幼児 ヒマワリ畑にダンゴムシが遊びにきたよ 神戸市立青山台こばと幼稚園 ４歳 まつうら　めいか

特選 幼児 大きなヒマワリ 岩岡こども園 ４歳 白國　結士

特選 幼児 おはなとちょうちょ 神戸市立田中保育所 ６歳 水上　あゆみ

特選 幼児 大きなはっぱと小さなお花 灘崎認定こども園 ３歳 原　匡臣

入選 一般 紅あじさい 山口　秀子

入選 一般 ひまわり 川添　さとみ

入選 高校生以上の学生 希望 神戸電子専門学校 １年 村上　愛佳

入選 高校生以上の学生 手毬花 専門学校アートカレッジ神戸高等課程 ３年 東　未来
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賞 部門 題名 学校名 学年・年齢 氏名

入選 高校生以上の学生 ひまわりと電車 兵庫県立阪神特別支援学校分教室 ２年 島本　琉雅

入選 高校生以上の学生 凛然 兵庫県立三田祥雲館高等学校 １年 田中　陽奈子

入選 高校生以上の学生 水中の花畑と 兵庫県立明石高等学校 ２年 酒井　あかね

入選 高校生以上の学生 食卓の彩り 名古屋文化短期大学 ２年 高柳　日菜

入選 高校生以上の学生 夏のキレイな花 茨城県立水戸高等特別支援学校 １年 小寺　遥陽

入選 中学生 無限の色彩 神戸市立西落合中学校 ３年 酒井　歌

入選 中学生 会話に花を咲かせる 神戸市立大原中学校 ２年 西垣　李花

入選 中学生 道路ぞいに咲く花 長野市立裾花中学校 ２年 赤塩　璃子

入選 中学生 百花の王　牡丹 前橋市立富士見中学校 ２年 小暮　香奈

入選 中学生 シャッターチャンス 小野市立旭丘中学校 ２年 田中　実和

入選 中学生 レンゲソウ 神戸市立上野中学校 ３年 寺川　雄大

入選 中学生 春の梅雨 神戸市立渚中学校 ３年 芳賀　光

入選 小学生高学年 花と昆虫 神戸市立板宿小学校 ６年 泉谷　壮亮

入選 小学生高学年 そだて！ＭＹ　DREAM 神戸市立月が丘小学校 ５年 稲葉　大咲郎

入選 小学生高学年 いちごのはな 姫路市立別所小学校 ５年 石谷　さくら

入選 小学生高学年 ajisai 帝塚山学院小学校 ６年 原　莉杏那

入選 小学生高学年 こんぺいとう 前橋市立下川淵小学校 ５年 山岸　紗奈

入選 小学生高学年 クレマチスとテントウ虫 愛知教育大学附属名古屋小学校 ４年 藤田　千壽

入選 小学生高学年 Ｓunflower 秋田市立牛島小学校 ６年 伊藤　優杏

入選 小学生低学年 げんきにさいたチューリップ 神戸市立御影北小学校 １年 西　綾菜

入選 小学生低学年 スプレーマム 兵庫県立のじぎく特別支援学校おおぞら分教室 ２年 田中　陽

入選 小学生低学年 きれいなあさがお 神戸市立月が丘小学校 １年 坂東　悠真

入選 小学生低学年 ひらいたひまわり 神戸市立白川小学校 ３年 東　海嘉

入選 小学生低学年 大すきなひまわり 神戸市立神戸小学校 １年 富井　さくら

入選 小学生低学年 花にかこまれていやされる 中華同文学校 ３年 増田　心恩

入選 小学生低学年 元気いっぱいのひまわり 新居浜市立金子小学校 ２年 杉本　妃真里

入選 小学生低学年 うつくしいばら 堺市立野田小学校 ２年 池口　俐実

入選 幼児 おうちでいちばんはやおき 桃の木幼稚園 ５歳 中川　冬彩

入選 幼児 にじとひまわり あじさいこども園 ５歳 大松　桜愛

入選 幼児 ひまわりいっぱい！ 神戸市立青山台こばと幼稚園 ５歳 たなか　あおと

入選 幼児 いろいろなおはな 明照幼稚園 ５歳 松本　栞月姫

入選 幼児 おおきなひまわりがさいたよ！ 新生こども園 ６歳 田中　登

入選 幼児 アサガオの花かわいいね 神戸市立太山寺幼稚園 ５歳 三枝　惠

入選 幼児 のはらのおひさま あいあい浜寺中央こども園 ４歳 畑　ことは

入選 幼児 ひまわりのおやこ いつくしみこども園 ４歳 田中　蒼士

入選 幼児 むしがみつをすっているよ いつくしみこども園 ６歳 赤松　弥彦

入選 幼児 きれいなおはながいっぱい！ 神戸市立魚崎幼稚園 ４歳 木内　奏太

入選 幼児 おはながいっぱい 岩岡こども園 ６歳 長谷　悠希

入選 幼児 大きなお花、小さなお花 岩岡こども園 ４歳 末松　愛彩

入選 幼児 お花畑 岩岡こども園 ４歳 神岡　充輝

入選 幼児 きれいなお花のたねをまく 親愛保育園 ６歳 儀満　しおり

入選 幼児 ひまわり 天満幼稚園 ６歳 佐々木　梨乃

入選 幼児 さくら 天満幼稚園 ５歳 橋田　眞知

入選 幼児 いいかおり 華僑幼稚園 ５歳 北井　羽衣莉

入選 幼児 おはな あいのそのこども園 ５歳 松原　芽生

入選 幼児 ひまわり 私立若松幼稚園 ５歳 釜口　颯晨
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