
(敬称略）

文部科学大臣賞

長野県須坂創成高等学校

国土交通大臣賞

古口　ひかり 群馬県立大泉高等学校

高校生の部　　住宅庭園部門

（公社）日本造園学会会長賞

　　　　　　　　　　 湯浅　舞有子 長野県須坂創成高等学校

高校生の部　　住宅庭園部門

（一社）日本造園建設業協会会長賞

　　　　　　　　　　　　 山本　優 埼玉県立秩父農工科学高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部　実習作品部門

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会会長賞

　　　　　　　　　　　 栗田　嵩久 Ｅ＆Ｇアカデミー　

　　大学生の部　住宅庭園部門

全国農業高等学校長協会理事長賞

　　　　　　　　　　　　　 北澤　珠奈 長野県須坂創成高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部　　街区公園部門

全国高等学校造園教育研究協議会会長賞

　　　　　　　　　　　　 小澤　舞友 山梨県立農林高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部　　プラン部門

緑化フェア「みどりの広場」プラン賞

　　　　　　　　　　　 小林　アオイ 京都府立農芸高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部　　プラン部門

特別賞

第４６回全国造園デザインコンクール　受賞者名簿



（特別賞含む）

高校生の部（25点）

住宅庭園部門

　国土交通大臣賞 古口　ひかり 群馬県立大泉高等学校 生物生産科 1年

　（公社）日本造園学会会長賞 湯浅　舞有子 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

信澤　茉央 群馬県立勢多農林高等学校　　　緑地土木科 2年

菅野　誌保 埼玉県立児玉白楊高等学校 環境デザイン科 3年

河西　宏哉 山梨県立農林高等学校 造園緑地科 3年

森　大雅　　 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科　　　 3年

山中　翔太 奈良県立磯城野高等学校 環境デザイン科 3年

街区公園部門

　全国農業高等学校長協会理事長賞 北澤　珠奈 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

佐藤　果穂 仙台高等専門学校　　　　　　　　 建築デザイン 　　　　 3年

上原　彩奈 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年

商業施設部門

清水　梨沙 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年

岡本　歩 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

実習作品部門

　（一社）日本造園建設業協会会長賞 山本　優 埼玉県立秩父農工科学高等学校森林科学科 3年

長岡　航平 北海道岩見沢農業高等学校 環境造園科 3年

小原　桃子 岩手県立花巻農業高等学校 環境科学科 3年

大西　陽生郎 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 3年

小泉　蓮 三重県立四日市農芸高等学校 環境造園科 3年

緑化フェア「みどりの広場」プラン部門

　緑化フェア「みどりの広場」プラン賞 小林　アオイ 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 2年

　全国高等学校造園教育研究協議会会長賞 小澤　舞友 山梨県立農林高等学校 造園緑地科 1年

磯野　知香 山梨県立農林高等学校 造園緑地科      1年

小澤　舞友 山梨県立農林高等学校 造園緑地科 1年

神澤　光希 山梨県立農林高等学校 造園緑地科 1年

金刺　和輝 静岡県立静岡農業高等学校  環境科学科 2年

前澤　知弥 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 2年

川﨑　舞香 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 2年

大学・一般の部（6点）

住宅庭園部門

　（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会会長賞 栗田　嵩久 Ｅ＆Ｇアカデミー　 全日コース 1年

松田　幸次 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日コース 1年

商業施設部門
前田　亘輝、鈴木　悠 秋田県立大学　本荘キャンパス 建築環境システム学科 3年

橋本　冠斗 東京造形大学 室内建築専攻領域 1年

実習作品部門

都築　佑平 南九州大学 環境園芸学科 4年
雨宮　蓮 西日本短期大学 緑地環境学科

入選（31点）



高校生の部（21点）

住宅庭園部門
末吉　帆華 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 3年
小椎八重　葵 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 3年
藤原　武琉 奈良県立磯城野高等学校 環境デザイン科 3年
前川　凌加 奈良県立磯城野高等学校 環境デザイン科 3年
新木　優花 奈良県立磯城野高等学校 環境デザイン科 3年
山下　緋桜 山口県立宇部西高等学校 総合学科 3年

街区公園部門
石原　椋人 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年
川住　七海 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年
田中　妙子 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年
大西　宏基 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 3年

商業施設部門
堀　比奈子 愛知県立猿投農林高等学校 環境デザイン科 3年
大東　ゆたか 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年
宮本　ひより 熊本県立翔陽高等学校 総合学科 3年

実習作品部門
吉井　光葵 北海道岩見沢農業高等学校 環境造園科 3年
小久保　舞 三重県立四日市農芸高等学校 環境造園科 3年
中島　怜音 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 3年
伊藤　光稀 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 3年
今西　紅涼 香川県立石田高等学校 園芸デザイン科 3年

緑化フェア「みどりの広場」プラン部門
日迫　光星 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科

硎屋　奈由 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 2年
長尾　日香莉 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 2年

大学・一般の部（8点）

住宅庭園部門
浦部　好美 Ｅ＆Ｇアカデミー　　 全日コース 1年
小林　理恵 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日コース 1年
瀧川　雄太 有限会社グリーン・プランテーション

街区公園部門
松本　彩 名城大学 農学部生物環境科学科 4年
鈴木　日奈子 長崎大学 水産・環境科学総合研究科 1年
福田　理恩 南九州大学　　　　　　　　　　　 環境園芸学部環境園芸学科 3年

商業施設部門
田中　優雅 北海道大学 工学院建築都市空間デザイン 1年
田中　友理 福井大学　　　　　　　　　 工学部建築都市環境工学科 3年

佳作（29点）


