
（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 瞼の中の花畑 馬場　美江

神戸市長賞 高校生以上の学生 スズメの秘密基地 15歳 藤本　苺奈

神戸市長賞 中学生 美術の授業 神戸市立鈴蘭台中学校 ３年 青山　奈央

神戸市長賞 小学生高学年 ほおずきと猫 福岡市立金武小学校 ６年 成田　花菜

神戸市長賞 小学生低学年 カマ子食事中 千代田区立富士見小学校 １年 太田　樹希

神戸市長賞 幼児 くしだんごみたいなおはなさん ４歳 三谷　碧唯

神戸市教育委員会賞 一般 夜に咲く花 濵口　友紀奈

神戸市教育委員会賞 高校生以上の学生 あなたがいて… 兵庫県立明石高等学校 １年 酒井　あかね

神戸市教育委員会賞 中学生 溢れるポピーの思い出 山形大学附属中学校 １年 武田　結泉

神戸市教育委員会賞 小学生高学年 月夜の楽園 横浜市立金沢小学校 ５年 永井　神楽

神戸市教育委員会賞 小学生低学年 きれいな ひまわり 糸島市立南風小学校 ２年 須納瀬　はづき

神戸市教育委員会賞 幼児 あめのひのおさんぽでおはなをみつけたよ 神戸市立魚崎幼稚園 ５歳 福田　雅之

神戸新聞社賞 一般 大樹のカゲ 井ノ上　康浩

神戸新聞社賞 高校生以上の学生 菜の花 長野美術専門学校 １年 和田　朋香

神戸新聞社賞 中学生 公園のパンジー 神戸市立渚中学校 ２年 山口　千代

神戸新聞社賞 小学生高学年 ネフォフィラのお花畑 長崎市立大園小学校 ６年 若杉　美優

神戸新聞社賞 小学生低学年 あきのふうけい 神戸市立春日台小学校 ２年 玉置　真珠

神戸新聞社賞 幼児 あさがお 明照幼稚園 ３歳 大谷　友実

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 一般 晴れ 佐々木　遥

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 高校生以上の学生 薔薇 鳥取大学 ２年 湯浅　実夢

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 中学生 夏空と向日葵 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 ２年 小嶋　渚紗

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生高学年 夏の主役 前橋市立山王小学校 ４年 藤掛　昴

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 小学生低学年 ひまわり 神戸市立蓮池小学校 ２年 岡田　想士

(公財)神戸市公園緑化協会 理事長賞 幼児 色鮮やかな紫陽花 学校法人杉村学園　熊内幼稚園 ５歳 加治屋　花音

特選 一般 白いおひさま 三谷　里美

特選 一般 紫陽花 加藤　愛子

特選 高校生以上の学生 幽雅なオクラ 福岡県立修猷館高等学校 ３年 山口　峰輝

特選 高校生以上の学生 サンカヨウ 神戸電子専門学校 １年 本長　璃子

特選 中学生 ポピー 神戸市立東落合中学校 ３年 石橋　遊真

特選 中学生 チューリップ 神戸市立東落合中学校 ３年 木下　陽向

特選 中学生 楓 室蘭市立室蘭西中学校 ３年 佐藤　結彩

特選 中学生 花とミツバチ 神戸市立西代中学校 ２年 細川　愛伶亜

特選 小学生高学年 輪花（わっか） 神戸市立蓮池小学校 ６年 村井　葵

特選 小学生高学年 ひっそりと 京都市立下鴨小学校 ５年 松宮 言

特選 小学生高学年 ひまわりをかこんだいろんな花 鳴門教育大学附属小学校 ５年 豊野　真弓

特選 小学生高学年 個性豊かに 長久手市立市が洞小学校 ６年 森　志歩

特選 小学生低学年 たんぽぽ 神戸市立蓮池小学校 ３年 細見　朔功

特選 小学生低学年 キリンとおはな 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 １年 藤岡　みおり

特選 小学生低学年 すずめとお花 神戸市立北山小学校 ３年 マティノヴィッチ二ーナ

特選 小学生低学年 小鳥の楽園 小野市立小野東小学校 ３年 藤岡　明生

特選 幼児 彼岸花の赤色ってかっこいい 幼保連携型認定こども園 八多保育園 ４歳 篠原　莉玖

特選 幼児 カラフルヒガンバナ 神戸市立青山台こばと幼稚園 ５歳 髙見　翔

特選 幼児 ひまわりとレインボー 市原うさぎ幼稚園 ６歳 梅澤　結華

特選 幼児 にじいろのせかい 第二さくら保育園 ６歳 遠藤　真治

入選 一般 紫陽花 荒石　雅仁

入選 一般 赤の季節 岡本　敦子

入選 一般 雨の曼珠沙華 武田　美知代
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賞 部門 題名 学校名 学年・年齢 氏名

入選 一般 夜草の花 小野　奈穂美

入選 一般 少年の夏 諸本　望生

入選 高校生以上の学生 ガーベラと愛犬 神戸電子専門学校 １年 石田　美雅

入選 高校生以上の学生 ラ・フロール 神戸常盤女子高等学校 １年 小松　カオリ

入選 高校生以上の学生 レインボーヒマワリ 兵庫県立のじぎく特別支援学校高等部 １年 酒井　綺音

入選 高校生以上の学生 蓮の花の絵 茨城県立水戸高等特別支援学校 ２年 鈴木　光

入選 中学生 ひまわりのような君 神戸市立垂水中学校 ２年 朝日　陽真里

入選 中学生 ダリア 小郡市立大原中学校 ３年 床嶋　夢菜

入選 中学生 夜桜 神戸市立上野中学校 ２年 𠮷川　まこと

入選 中学生 ユリ 神戸市立鈴蘭台中学校 ２年 森田　結衣

入選 中学生 シロツメクサ 群馬大学共同教育学部附属中学校 ３年 山下　凛花

入選 中学生 誇り 刈谷市立刈谷東中学校 ２年 阿部　春香

入選 中学生 目に映るもの 宮崎大学教育学部附属中学校 ２年 渡会　友望

入選 中学生 夾竹桃 小郡市立大原中学校 ３年 野中　菜々華

入選 中学生 極楽鳥花 札幌市立清田中学校 １年 中台　周

入選 小学生高学年 夜のテッポウユリ 神戸市立御影小学校 ４年 髙橋　優月

入選 小学生高学年 さくら フェリーチェ玉村国際小学校 ４年 戸塚　紫歩

入選 小学生高学年 神戸の海とペチュ二アの花 神戸市立義務教育学校港島学園 ６年 若山　由里香

入選 小学生高学年 1つだけのハイビスカス 東京都東大和市立第一小学校 ６年 今井　麦

入選 小学生高学年 秋風にゆれるコスモス 佐世保市立潮見小学校 ６年 豊川　朝陽

入選 小学生高学年 かたつむりの家 神戸市立福池小学校 ６年 松尾　綾馬

入選 小学生高学年 夢の中の花 神戸市立千鳥が丘小学校 ４年 曽木　愛音

入選 小学生高学年 花 神戸市立唐櫃小学校 ６年 本郷　詩乃

入選 小学生高学年 奇跡のあじさい 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校 ６年 安井　七海

入選 小学生低学年 やしきのうめとさくら 東大和市立第八小学校 １年 長沼　秀

入選 小学生低学年 かわいいおはな 神戸市立本山第三小学校 ２年 山口　万季

入選 小学生低学年 いろんな色のチューリップ 名古屋市立西築地小学校 ２年 佐藤　菜津

入選 小学生低学年 タイサンボク 神戸市立東町小学校 ３年 佐藤　空矢

入選 小学生低学年 おはなししているよ 神戸市立雲中小学校 ２年 長谷川　創亮

入選 小学生低学年 花の海 国立市立第十小学校 ３年 市川　瑠璃

入選 小学生低学年 海花 芦屋市立潮見小学校 ３年 恒岡　泰規

入選 小学生低学年 はなとおともだち 神戸市立井吹の丘小学校 １年 知花　琉

入選 小学生低学年 アジサイ 京都市立京極小学校 ２年 吉﨑　十杏

入選 小学生低学年 コスモス 前橋市立大胡小学校 ３年 千葉　旺次郎

入選 幼児 みっくすおはな ricco六甲保育園 ３歳 栁田　堅太郎

入選 幼児 海のちかくのハイビスカス 学校法人聖英学園 風かおる丘幼稚園 ６歳 あきやま　ひなた

入選 幼児 元気なヒマワリ 学校法人聖英学園 風かおる丘幼稚園 ６歳 さとう　れいら

入選 幼児 コスモス 認定こども園　神楽こども園 ５歳 久保　創

入選 幼児 かわいいチューリップ 学校法人聖英学園 風かおる丘幼稚園 ６歳 みずの　ももか

入選 幼児 うめ 学校法人聖英学園 幼保連携型認定 江南こども園グレイス ５歳 矢野　永麻

入選 幼児 彼岸花が元気だから、私たちも元気になるよ 神戸市立淡河好徳幼稚園 ４歳 杉山　彩心

入選 幼児 ダンゴムシさんあそびにきたよ 神戸市立小束山幼稚園 ４歳 福田　結梨

入選 幼児 おはな 三鷹杉の子幼稚園 ４歳 井上　柚那

入選 幼児 にじ花 社会福祉法人神戸保育会 認定こども園 神戸保育園 ６歳 堀田　安奈

入選 幼児 ピアノのはっぴょうかい 明石市立清水幼稚園 ６歳 しぶたに　ほだか

入選 幼児 ひまわりばたけ 第二さくら保育園 ６歳 大倉　颯人

入選 幼児 だいすきなさくら 岡山市立平井幼稚園 ４歳 田中　結寿葵
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