
市長賞 加西市 板井 ちさ代 江井島小学校 5 上山 力也 朝霧中学校 3 井上 美慶

議長賞 加古川市 渡辺 しま子 魚住小学校 3 酒井 雫 江井島中学校 3 山川 碧星

教育長賞 神戸市北区 德留 節 神戸市西区 拓朗 朝霧中学校 3 佐伯 緒透

神戸新聞社賞 加古川市 柳田 登喜子 明石市 さくさくぱんだ 江井島中学校 3 田上 晃大

実行委員会賞１ 明石市 榧野 実 山陽小野田市立高千帆小学校 5 谷川 令 錦城中学校 3 矢谷 美里

実行委員会賞２ 岐阜県加茂郡八百津町 新井 悠 鳥羽小学校 4 橋本 玲依来 朝霧中学校 3 津田 佐功

実行委員会賞３ 神戸市須磨区 末永 拓男 江井島小学校 4 大佐賀 斗亜 江井島中学校 3 西海 ひなの

佳作１ 神戸市北区 岸下 庄二 山陽小野田市立高千帆小学校 5 目 梨央 錦城中学校 3 座古 大輝

佳作２ 加古川市 穴田 敏子 沢池小学校 4 浅野 梨愛 朝霧中学校 3 中井 柚萌

佳作３ 埼玉県春日部市 中野 弘樹 大久保南小学校 4 田中 遼太郎 朝霧中学校 3 山寺 優菜

佳作４ 岩手県大船渡市 ムッチャン大好き 沢池小学校 4 田中 こう 江井島中学校 3 藤尾 日向

佳作５ 明石市 冨田 晴子 沢池小学校 4 野津 万祐子 江井島中学校 3 長谷川 拓海

佳作６ 神戸市中央区 佐藤 航太

市長賞 伊丹市 川人 良種 江井島小学校 5 鳥居 あかり 錦城中学校 1 上田 祐貴

議長賞  東京都 大田区 右田 俊郎 魚住小学校 6 福田 拓翔 錦城中学校 1 松田 しほり

教育長賞 神戸市西区 大島 摩佐子 魚住小学校 5 木下 優菜 錦城中学校 1 本田 涼

神戸新聞社賞 加古郡稲美町 田井 芳枝 大久保南小学校 6 中野 陸斗 錦城中学校 1 三浦 佳恭

実行委員会賞１ 明石市 埜藤 裕子 大久保南小学校 6 牛尾 なつき 錦城中学校 1 大村 七海

実行委員会賞２ 明石市 中村 ひとみ 塩屋小学校 2 網本 健人 錦城中学校 1 野津 柚乃

実行委員会賞３ 千葉県 市川市 江戸川散歩 魚住小学校 5 南村 康之 東京都八王子市 ゴマさん

佳作１ 神戸市東灘区 崖 知常 魚住小学校 6 内田 歩慈 錦城中学校 1 石川 優奈

佳作２ 明石市 川木 明光 江井島小学校 6 杉原 煌大 錦城中学校 1 野津 和奏

佳作３ 神戸市須磨区 藤本 美知恵 高丘東小学校 6 竹内 龍飛 錦城中学校 1 磯和 耕平

佳作４ 赤穂市 大黒 政子 大久保南小学校 6 上田 陸人 錦城中学校 1 川本 萌衣

佳作５ 尼崎市 大岸 和子 魚住小学校 5 出田心太 錦城中学校 1 座古 早彩

佳作６ 魚住小学校 5 吉田 愛姫瑠 錦城中学校 1 神足 晴日

佳作７ 江井島小学校 6 澤 凱希 錦城中学校 1 前田 葵

佳作８ 大久保南小学校 4 伏見 茉波 錦城中学校 1 今川 颯人

佳作９ 江井島小学校 6 多和田 賢悟 錦城中学校 1 竹原 佐那子

佳作１０ 魚住小学校 6 藤田 笑愛 錦城中学校 1 堀川 優珠

佳作１１ 大久保南小学校 6 村上 芹波

佳作１２ 魚住小学校 6 佐々木 維

佳作１３ 江井島小学校 5 青木 悠真

佳作１４ 大久保南小学校 6 尾西 佑太

佳作１５ 魚住小学校 5 山田 美音

佳作１６ 魚住小学校 3 東本 清隆

佳作１７ 大久保南小学校 4 鍜治 いろは

佳作１８ 大久保南小学校 4 滝内 七海

佳作１９ 江井島小学校 5 𠮷山 慶

佳作２０ 魚住小学校 6 菅原 杏佳

市長賞 大阪府豊中市 松山 きせ子 高砂市 石井 心陽 二見中学校 2 三谷 龍政

議長賞 愛媛県伊予郡松前町 池内 由記子 大久保南小学校 4 前川 明莉 魚住東中学校 2 藤田 星

教育長賞 加西市 為広 鈴美 江井島小学校 5 立花 未有 二見中学校 3 近藤 あい

神戸新聞社賞 福井県福井市 光風雫 江井島小学校 5 竹尾 美夢 江井島中学校 2 大石 蓮華

実行委員会賞１ 大分県大分市 岸本 恵美 江井島小学校 6 錦 良侑 江井島中学校 2 疋田 慶治

実行委員会賞２ 明石市 中嶋 俊子 江井島小学校 6 井上 夏希 江井島中学校 2 峯本 華澄

実行委員会賞３ 明石市 板東 ふうこ 江井島小学校 6 濱野 琉生 野々池中学校 2 村松 紅葉

佳作１ 明石市 杉山 照子 山口県光市 3 横道 玄 江井島中学校 2 大原 温起

佳作２ 明石市 末森 資枝 大久保南小学校 4 小谷 未來 江井島中学校 2 村上 虹心

佳作３ 加古川市 宮当 正代 鳥羽小学校 4 甲斐 柚輝 江井島中学校 2 鳥居 凪

佳作４ 神戸市西区 藤本 すみ子 鳥羽小学校 4 有吉 悠人 江井島中学校 2 尾仲 詩音

佳作５ 大阪府大阪市 野呂 裕樹 江井島小学校 5 川口 瑞月 魚住東中学校 2 一山 侑生

佳作６ 江井島小学校 6 橘 夢那 魚住東中学校 2 椎原 悠太

佳作７ 二見中学校 2 山田 真凜

佳作８ 二見中学校 3 猪股 あさ

佳作９ 二見中学校 3 村上 苺奈

佳作１０ 三重県津市 宮口 真緒

俳句（小学生） 俳句（中学生）

川柳（小学生） 川柳（中学生）

俳句（一般）

川柳（一般）

短歌（一般） 短歌（小学生） 短歌（中学生）


