
市長賞  栗栖 深月 東京都西東京市

議長賞  佐藤 英子 神戸市西区

教育長賞  涌羅 由美 神戸市西区

神戸新聞社賞  藤田 満 千葉県山武郡

実行委員会賞  加地 八郎 明石市

佳作  遠山 かすみ 明石市

佳作  田井 芳枝 加古郡稲美町

佳作  水間 千鶴子 神戸市西区

佳作  雨霧 あめ 東京都新宿区

佳作  長根 一芳 東京都足立区

市長賞  原戸 麻也 加古川市

教育長賞  田井 芳枝 加古郡稲美町

神戸新聞社賞  大濱 義弘 神戸市垂水区

実行委員会賞  小竹 八重子 明石市

佳作  田中 泰子 神戸市西区

佳作  秋山 加代子 姫路市

佳作  中山 洋子 明石市

佳作  藤本 美知恵 神戸市須磨区

佳作  埜藤 裕子 明石市

市長賞  岡﨑 政春 明石市

議長賞  ボーイ君後輩 愛知県刈谷市

神戸新聞社賞  山本 町子 明石市

実行委員会賞  竹村 晴子 西宮市

佳作  入来 紀子 伊丹市

佳作  上月 節子 加東市

佳作  小田 慶喜 明石市

佳作  遠山 かすみ 明石市

佳作  杉山 照子 明石市
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市長賞  戸田 和樹 京都府京都市 春のメロディー

議長賞  中原 賢治 岐阜県岐阜市 光をさがす

教育長賞  木村 文 広島県東広島市 テーブルのカエル

神戸新聞社賞  芳水 るびい 東京都江戸川区 渇き

実行委員会賞  有薗 花芽 大阪府貝塚市 赦しの朝

佳作  北村 俊保 愛知県名古屋市 分かれ道

佳作  田井 芳枝 加古郡稲美町 小さなことに ありがとう

佳作  小田凉子 神戸市垂水区 再出発

佳作  流歩詩 香川県三豊市 風になる

佳作  愛川 弘市 伊丹市 赤い川

ジュニア佳作  中島 真平 明石市 ありの行列

ジュニア佳作  阿部 凌駕 明石市 １人ぼっちの太陽

ジュニア佳作  稲垣 璃玖 明石市 まほう使いは桜の木

ジュニア佳作  北 萌伽 明石市 コップ

市長賞  中村 千代子 香川県高松市 泥水の中から

議長賞  齋藤 智栄 明石市 野路菊

教育長賞  安藤 邦緒 岐阜県本巣郡 孫娘と爺のメルヘン

神戸新聞社賞  後藤 康子 神戸市兵庫区 春隣

実行委員会賞  亀野 文子 高砂市 さよなら さよなら またあした

佳作  山端 なつみ 加西市 お地蔵さんにやきもき

佳作  森山 竜一 岡山県笠岡市 棟上げ

佳作  鈴木 愛望 加古川市 雨と花束

佳作  すがいみちよ 神戸市西区 薔薇が咲く

市長賞  荒木 麻愛 愛知県豊川市 さようなら、わたしのおかあさん

議長賞  中野 けんた 神戸市西区 十六年

教育長賞  南谷 哲雄 岐阜県関市 大福餅

神戸新聞社賞  野上 卓 東京都世田谷区 明石検校

実行委員会賞  重光 寛子 大分県国東市 まるちゃん

佳作  林 晋作 和歌山県御坊市 藤の契り

佳作  近田 正行 加古郡播磨町 松村眼鏡店での印象

佳作  汀 千珠 丹波市 ライナスの毛布

佳作  兎 カノヤマ 西宮市 聡子の介護

市長賞  フカミレン 神戸市中央区 ぼくのくつは三十九円

議長賞  見坂 侑哉 姫路市 ぼくと雪だるま

教育長賞  つじ まり 尼崎市 あまやどり

神戸新聞社賞  和田 伸顯 明石市 摩利支天さまの祠がこわれた

実行委員会賞  伴 にじこ 神戸市垂水区 おれいをいったクロアゲハチョウ

佳作  戸田 和樹 京都府京都市 おばあの死

佳作  大木 寛之 大阪府大阪市 変身

佳作  鶴田 貴子 神戸市須磨区 お絵かきなんてだいきらい
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