
市長賞  板井 ちさ代 加西市

議長賞  渡辺 しま子 加古川市

教育長賞  德留 節 神戸市北区

神戸新聞社賞  柳田 登喜子 加古川市

実行委員会賞  榧野 実 明石市

実行委員会賞  新井 悠 岐阜県加茂郡

実行委員会賞  末永 拓男 神戸市須磨区

佳作  岸下 庄二 神戸市北区

佳作  穴田 敏子 加古川市

佳作  中野 弘樹 埼玉県春日部市

佳作  ムッチャン大好き 岩手県大船渡市

佳作  冨田 晴子 明石市

市長賞  川人 良種 伊丹市

議長賞  右田 俊郎 東京都大田区

教育長賞  大島 摩佐子 神戸市西区

神戸新聞社賞  田井 芳枝 加古郡稲美町

実行委員会賞  埜藤 裕子 明石市

実行委員会賞  江戸川散歩 明石市

実行委員会賞  小田中 準一 千葉県市川市

佳作  崖 知常 神戸市東灘区

佳作  川木 明光 明石市

佳作  藤本 美知恵 神戸市須磨区

佳作  大黒 政子 赤穂市

佳作  大岸 和子 尼崎市

市長賞  松山 きせ子 大阪府豊中市

議長賞  池内 由記子 愛媛県伊予郡

教育長賞  為広 鈴美 加西市

神戸新聞社賞  光風雫 福井県福井市

実行委員会賞  岸本 恵美 大分県大分市

実行委員会賞  中嶋 俊子 明石市

実行委員会賞  板東 ふうこ 明石市

佳作  杉山 照子 明石市

佳作  末森 資枝 明石市

佳作  宮当 正代 加古川市

佳作  藤本 すみ子 神戸市西区

佳作  野呂 裕樹 大阪府大阪市
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市長賞  大江 豊 愛知県一宮市 かくれんぼ

議長賞  七彩 加古川市 梅雨待ちと風のメモリー

教育長賞  佐賀 萌美 東京都品川区 夏のソネット

神戸新聞社賞  矢野 美佐子 姫路市 裏山

実行委員会賞  大西 みつ 明石市 栞

佳作  とだ かずき 京都府京都市 いつもの景色

佳作  清水 将一 愛知県丹羽郡 五つの赤い風船に捧げる詩

佳作  本木 晋平 神戸市兵庫区 ナマケモノ

佳作  奄美鳩通信社 神戸市垂水区 故郷の夜空変わらじ

佳作  安原 輝彦 埼玉県北本市 シャボンの香り

市長賞  奄美鳩通信社 神戸市垂水区 ヤスの人生は大島紬と共に

議長賞  齋藤 智栄 明石市 写真

教育長賞  浜田 加代子 神戸市北区 亮二さんへ

神戸新聞社賞  結城 綾香 東京都杉並区 コレジャナイ

実行委員会賞  上根 淳子 三田市 もの忘れ外来

佳作  丸山 富士子 山口県岩国市 心の風景

佳作  嶋田 隆之 神戸市須磨区 母の紫陽花

佳作  清水 宏晃 明石市 テネシーワルツ

佳作  後藤 美和 加古郡稲美町 忌み言葉

市長賞  樽見 稀 神戸市中央区 1500W40秒

議長賞  福島 敏真 北海道小樽市 キエ婆さん

教育長賞  仲野 和秀 大阪府豊中市 鷹

神戸新聞社賞  紅露　冴 大阪府茨木市 みとりびと

実行委員会賞  重 千加 明石市 すすき

佳作  林 晋作 和歌山県御坊市 雪だるまに想ふ

佳作  嵒花　ゐのう 三重県津市 時の事典

佳作  米井 暢成 千葉県船橋市 惑溺少女

佳作  たかや ひろ 尼崎市 武者人形

市長賞  浜田 加代子 神戸市北区 スコッチエッグ

議長賞  竹之内　稔 神戸市東灘区 からくり天狗飴

教育長賞  伴 にじこ 神戸市垂水区 キラキラ山の大きなじゅうたん

神戸新聞社賞  後藤 美和 加古郡稲美町 雨の日　豆ぞうが

実行委員会賞  知鬼　遊仁 滋賀県大津市 折鶴

佳作  宮口 真緒 三重県津市 おばあちゃんのピーマン

佳作  とだ かずき 京都府京都市 きっと、だよ

佳作  三木 幸子 西宮市 リングワンデルングの怪
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