
 

 

 

 

 

 

 

 

第 45 回菊花展覧会児童写生作品展の開催及び審査結果について 

 

 

 市内の小学生、園児の皆さんに、市花である菊花に親しんでいただくために開催

している「菊花展覧会児童写生作品展」の審査を令和 2 年 11 月 19 日（木）に花と

緑の学習園で実施しましたので、その審査結果及び作品展の開催についてお知らせ

します。 

  

 

記 

 

１ 展示会名  第 45 回菊花展覧会児童写生作品展 

２ 開 催 日  令和 2 年 12 月 13 日（日）～17 日（木） 

３ 時  間  平日：10 時～16 時  日曜日：9 時～17 時 

４ 場  所  あかし市民広場（パピオスあかし 2 階） 

５ 展示作品  明石市長賞ほか受賞作品 57 点及び佳作 40 点（別紙のとおり） 

６ 応募総数  401 点 

７ 審  査  令和２年 11 月 1９日（木）花と緑の学習園にて実施 

８ 表 彰 式 

日 時  令和２年 12 月 13 日（日）午前 10 時 30 分より 

場 所  あかし市民広場（パピオスあかし 2 階） 

対 象  特賞受賞者 7 名他 

 
 

記 者 提 供 資 料 

２ ０ ２ ０ 年 (令 和 ２ 年 )１ １ 月 ２ ４ 日 

花と緑の学習園 担当：立岩・山路 内線（7847） 

               TEL:078-924-6111 



明石市長賞（１）

学　校　園　名 学　年 氏　　名 ふりがな

神戸大学附属幼稚園 年長 中林　風和 なかばやし　ふうな

明石市教育長賞（２）

学　校　園　名 学　年 氏　　名 ふりがな

魚住小学校 六年 堀江　咲来 ほりえ　さら

朝霧幼稚園 年中 富永　敬仁 とみなが　けいと

一般社団法人　明石観光協会会長賞（２）

学　校　園　名 学　年 氏　　名 ふりがな

さわの第二保育園 年長 神野　功輔 かんの　こうすけ

鳥羽小学校 一年 西村　悠里 にしむら　ゆうり

一般財団法人　明石コミュニティ創造協会理事長賞（２）

学　校　園　名 学　年 氏　　名 ふりがな

西明石愛児園 三歳児 秋津　柚 あきつ　ゆず

朝霧幼稚園 年中 門田　悠誠 もんでん　ゆうせい
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特選(20）

学校園名 学年 氏名 ふりがな

太寺保育園 年小 長光　優衣 ながみつ　ゆい

朝霧幼稚園 年中 戌亥　彩良 いぬい　さら

朝霧幼稚園 年中 福德　七海 ふくとく　ななみ

朝霧幼稚園 年中 穂北　詩喜 ほきた　しき

朝霧幼稚園 年中 山藤　幹大 さんとう　みきひろ

神戸大学附属幼稚園 年中 田中　佐和 たなか　さわ

沢池幼稚園 年中 山川　初咲 やまかわ　うさ

大観幼稚園 年中 上田　葵 うえだ　あおい

大観幼稚園 年中 宮﨑　蒼士郎 みやざき　そうじろう

神戸大学附属幼稚園 年長 安藤　花純 あんどう　かすみ

神戸大学附属幼稚園 年長 加古川　れいか かこがわ　れいか

さわの第二保育園 年長 大石　朱莉 おおいし　あかり

さわの第二保育園 年長 岡野　咲月 おかの　さつき

さわの第二保育園 年長 小川　桜芽 おがわ　おうか

さわの第二保育園 年長 恩智　将太郎 おんぢ　しょうたろう

さわの第二保育園 年長 西村　立華 にしむら　りっか

さわの第二保育園 年長 森　咲月 もり　さつき

さわの第二保育園 年長 山田　耀一郎 やまだ　よういちろう

鳥羽小学校 二年 秋津　楓 あきつ　かえで

鳥羽小学校 四年 西村　透 にしむら　とおる
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入選（30）

学校園名 学年 氏名 ふりがな

朝霧幼稚園 年少 中井　碧人 なかい　りくと

朝霧幼稚園 年少 山田　彩乃 やまだ　あやの

朝霧幼稚園 年中 石橋　潤 いしばし　じゅん

朝霧幼稚園 年中 尾﨑　航汰 おざき　こうた

朝霧幼稚園 年中 神山　蒼空 かみやま　そら

朝霧幼稚園 年中 長谷川　蓮人 はせがわ　れんと

沢池幼稚園 年中 岩本　結加 いわもと　ゆうか

沢池幼稚園 年中 若月　あん わかつき　あん

大観幼稚園 年中 岡田　快斗 おかだ　かいと

大観幼稚園 年中 俵谷　香名 たわらたに　かな

大観幼稚園 年中 斗々　美咲 とと　みさき

大観幼稚園 年中 新居　希美 にい　のぞみ

大観幼稚園 年中 細田　優斗 ほそだ　ゆうと

大観幼稚園 年中 山﨑　琴葉 やまさき　ことは

花園幼稚園 年中 芳賀　百桜 はが　さくら

和坂こども園 年中 田中　陽理 たなか　ひかり

沢池幼稚園 年長 内橋　美咲 うちはし　みさき

沢池幼稚園 年長 長嶺　穂花 ながみね　ほのか

沢池幼稚園 年長 藤原　莉桜 ふじわら　りおん

さわの第二保育園 年長 石井　陽翔 いしい　はると

さわの第二保育園 年長 大塚　怜央馬 おおつか　れおま

さわの第二保育園 年長 喜井　晴俊 きい　はるとし

さわの第二保育園 年長 児玉　夢愛 こだま　ゆうあ

さわの第二保育園 年長 久村　賢太 ひさむら　けんた

さわの第二保育園 年長 山下　愛葵 やました　あおい

大観幼稚園 年長 鈴木　琶子 すずき　わこ

大観幼稚園 年長 田中　直希 たなか　なおき

大観幼稚園 年長 望月　維鈴 もちづき　いすず

播陽幼稚園 年長 中村　眞那美 なかむら　まなみ

中崎小学校 五年 乾　有花理 いぬい　あかり
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佳作（40）

学校園名 学年 氏名 ふりがな

明石幼稚園 年少 飯貝　紬 いいかいつむぎ

明石幼稚園 年少 柏木　理玖 かしわぎ　りく

明石幼稚園 年少 河井　里樹 かわい　さとき

明石幼稚園 年少 河村　晃太朗 かわむら　こうたろう

明石幼稚園 年少 佐藤　栞奈 さとう　かんな

明石幼稚園 年少 真田　侑奈 さなだ　ゆうな

朝霧幼稚園 年少 山ノ内　紗英 やまのうち　さえ

神戸大学附属幼稚園 年少 信田　笑花 のぶた　えな

朝霧幼稚園 年中 久保　すみれ くぼ　すみれ

朝霧幼稚園 年中 栗山　由宇 くりやま　ゆう

朝霧幼稚園 年中 古淵　秋帆 こぶち　あきほ

朝霧幼稚園 年中 森　平良 もり　たいら

沢池幼稚園 年中 黒岩　千穂 くろいわ　ちほ

沢池幼稚園 年中 佐野　湊大 さの　そうだい

沢池幼稚園 年中 白井　友絆 しらい　ともき

沢池幼稚園 年中 田中　美羽 たなか　みう

沢池幼稚園 年中 野津　悠嗣 のづ　ゆうじ

沢池幼稚園 年中 平川　幸親 ひらかわ　ゆきちか

沢池幼稚園 年中 由本　花歩 ゆもと　かほ

明石幼稚園 年長 山下　璃空 やました　りく

朝霧幼稚園 年長 亀野　基輝 かめの　もとあき

朝霧幼稚園 年長 佐藤　璃香 さとう　りか

朝霧幼稚園 年長 髙畠　さな たかばたけ　さな

沢池幼稚園 年長 安達　諒 あだち　りょう

沢池幼稚園 年長 入江　真帆 いりえ　まほ

沢池幼稚園 年長 河野　まひろ こうの　まひろ

沢池幼稚園 年長 玉利　潤之助 たまり　じゅんのすけ

沢池幼稚園 年長 中塚　奈々華 なかつか　ななか

沢池幼稚園 年長 中村　諒太 なかむら　りょうた

沢池幼稚園 年長 橋阪　朋奈 はしさか　ともな

沢池幼稚園 年長 藤井　奏太 ふじい　そうた

沢池幼稚園 年長 星野　結月 ほしの　ゆづき

沢池幼稚園 年長 前田　珠那 まえだ　しゅな

沢池幼稚園 年長 村上　清志郎 むらかみ　せいしろう

さわの第二保育園 年長 原田　将尚 はらだ　まさなお

さわの第二保育園 年長 部谷　大賀 へや　たいが

大観幼稚園 年長 田中　春道 たなか　はるみち

神戸大学附属小学校 一年 竹下　心結 たけした　みゆ
大久保南小学校 二年 寄神　愛璃 よりがみ　あいり
中崎小学校 二年 宮野　嵩也 みやの　たかや
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