
(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

ＮＧＵＹＥＮ　ＴＨＩ　ＨＵＯＮＧ　ＧＩＡＮＧ

大分大学　

大学生・一般の部 商業施設部門

（公社）日本造園学会会長賞

　　　　　　　　　　 金瀬　玲子 Ｅ＆Ｇアカデミー

大学生・一般の部 住宅庭園部門

（一社）日本造園建設業協会会長賞

　　　　　　　　　　　　 江上　陽菜 西日本短期大学

　　　　　　　　　　 大学生・一般の部 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

　　　　　　　　　　　 元澤　新 長野県須坂創成高等学校

高校生の部 街区公園部門

全国農業高等学校長協会理事長賞

　　　　　　　　　　　　　 片山　大志郎 京都府立農芸高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部 実習作品部門

全国高等学校造園教育研究協議会会長賞

　　　　　　　　　　　　 髙橋　怜実 群馬県立藤岡北高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部 住宅庭園部門

緑化フェア「みどりの広場」プラン賞

　　　　　　　　　　　 田中　友太 北海道当別高等学校

　　　　　　　　　　 高校生の部 プラン部門

特別賞

第４８回全国造園デザインコンクール　受賞者名簿



(敬称略）

（特別賞含む）

高校生の部（21点）

住宅庭園部門

全国高等学校造園教育研究協議会会長賞 髙橋　怜実 群馬県立藤岡北高等学校 環境土木科ガーデニングコース 3年

渡辺　夏波 埼玉県立児玉白楊高等学校 環境デザイン科 3年

小川　さくら 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 2年

荒川　柚莉亜 神奈川県立相原高等学校 環境緑地科 2年

小澤　舞友 山梨県立農林高等学校 造園緑地科 3年

街区公園部門

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会会長賞 元澤　新 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

橋爪　瞳 埼玉県立いずみ高等学校 環境デザイン科 3年

荻原　巧巳 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

新井　雄也 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年

小澤　櫻子 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 2年

商業施設部門

達川　想々乃 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年

速水　和也 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年

杉山　緑和 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 2年

実習作品部門

全国農業高等学校長協会理事長賞 片山　大志郎 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 3年

井上　音 愛媛県立西条農業高等学校 環境工学科環境科学コース 3年

布野　壮汰 京都府立農芸高等学校 環境緑地科 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 田中　友太 北海道当別高等学校 園芸デザイン科 2年

杉本　りの 北海道岩見沢農業高等学校 環境造園科 1年

曽根　亮汰 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 2年

髙野　舞 静岡県立浜松工業高等学校 建築科 1年

山口　璃陽 京都府立農芸高等学校 環境創造科 2年

大学・一般の部（8点）

住宅庭園部門

（公社）日本造園学会会長賞 金瀬　玲子 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年

中村　彩乃 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年

堀越　文香 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年

徳永　結衣 東京農業大学 造園科学科 3年

街区公園部門

森　麻里乃 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

国土交通大臣賞
ＮＧＵＹＥＮ　ＴＨＩ
ＨＵＯＮＧ　ＧＩＡＮＧ

大分大学
工学研究科博士前期課程　工学専攻
福祉環境工学建築学コース 2年

実習作品部門

（一社）日本造園建設業協会会長賞 江上　陽菜 西日本短期大学 緑地環境学科 2年

関　朋絵 岐阜県立国際園芸アカデミー マイスター科 1年

入選（29点）
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高校生の部（21点）

住宅庭園部門
飯塚　健人 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 3年
長谷川　果歩 群馬県立勢多農林高等学校 緑地土木科 3年
端　海衣那 群馬県立藤岡北高等学校 環境土木科ガーデニングコース 3年
山下　梨咲 山口県立宇部西高等学校 総合学科 3年
奥田　天 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 3年

街区公園部門
河添　希美 山口県立田布施農工高等学校 都市緑地科 3年
野村　俊介 山口県立田布施農工高等学校 都市緑地科 3年
川口　佳倫 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 3年
高橋　光 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年
滝澤　迪朗 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年
本郷　ひなの 群馬県立勢多農林高等学校 緑地土木科 3年
田中　星真 三重県立四日市農芸高等学校 環境造園科 3年

商業施設部門
等々力　一冴 長野県南安曇農業高等学校 環境クリエイト科 3年
川端　香樂 滋賀県立湖南農業高等学校 花緑科 3年

実習作品部門
新井　悠菜 埼玉県立秩父農工科学高等学校 森林科学科 3年
吉原　万陽 長野県南安曇農業高等学校 環境クリエイト科 3年
大西　拓斗 香川県立石田高等学校 園芸デザイン科 3年
本間　妃菜乃 北海道岩見沢農業高等学校 環境造園科 3年

緑化フェア「みどりの広場」プラン部門
深澤　紗弥 静岡県立静岡農業高等学校 生産流通科 2年
鈴木　泰輝 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 2年
涌井　日々菜 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 2年

大学・一般の部（11点）

住宅庭園部門
東樹　弥生 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年
信澤　茉央 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年
長西　由季 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年
廣川　壽文 Ｅ＆Ｇアカデミー 全日クラス 1年

街区公園部門
谷口　公美 明治大学 農学科 3年
森岡　美結 明治大学 農学科 3年
勝山　温斗 明治大学 農学科 3年
有賀　涼 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
水野　謙吾 大阪府立大学 生命環境科学域　緑地環境科学類 3年

実習作品部門
西野　章子 岐阜県立国際園芸アカデミー マイスター科 2年
野本　考弘 大阪芸術大学 芸術学部　建築学科 3年

佳作（32点）



高校生の部（23点）

住宅庭園部門
山村　美月 茨城県立石岡第一高等学校 造園科 3年
斎藤　尊 愛媛県立伊予農業高等学校 環境開発科 3年
野津　くれは 島根県立松江農林高等学校 環境土木科 3年
松木　史音 埼玉県立熊谷農業高等学校 生物生産技術科 3年
澤田　生舞 静岡県立静岡農業高等学校 環境科学科 3年
丸山　芽生 長野県須坂創成高等学校 環境造園科 3年
塚本　幸輝 奈良県立磯城野高等学校 環境デザイン科 3年
那須野　蓮 長野県上伊那農業高等学校 コミュニティデザイン科 3年
向山　綾 宮城県白石工業高等学校 建築科 3年
田中　雄大 鳥取県立智頭農林高等学校 生活環境科 3年
礒岡　羅華／北郷　瑞樹 兵庫県立尼崎工業高等学校 3年
梅木　夕佳 愛知県立猿投農林高等学校 環境デザイン科 3年
園田　彩乃 岡山県立興陽高等学校 造園デザイン科 3年
尾藤　祥太 山口県立宇部西高等学校 総合学科 3年
木嵜　丈 滋賀県立八日市南高等学校 花緑デザイン科 3年
塚越　美怜 埼玉県立熊谷工業高等学校 建築科 1年

街区公園部門
長谷川　美結 福島県立福島明成高等学校 生産情報科 3年

商業施設部門
中田　己晴 東京都立農業高等学校 緑地計画科 3年

実習作品部門

高橋　蘭 岩手県立花巻農業高等学校 環境科学科緑化系列 3年
丸山　敬大 群馬県立館林商工高等学校 建築科 1年
矢口　紅羽 山形県立村山産業高等学校 農業環境科 3年

緑化フェア「みどりの広場」プラン部門

佐々木　旺宥 松風塾高等学校 普通科 2年
阪田　竜都 兵庫県立農業高等学校 造園科 2年

奨学賞（23点）


