
　　　　（敬称略・五十音順）

(株)日本ヴォーグ社賞 久保  淳子

クラフティングアートギャラリー賞 小野  麗子

全日本花いっぱい連盟賞 黒川  千代

押花の里賞 椎名  みな子

ふしぎな花倶楽部賞 尾城  雅一

世界押花芸術協会賞 金子  政子

（公財）日本手芸普及協会賞 小池　典子

花と緑の研究所賞 中田  由美子

大山  澄子 永田　範子

奥屋  かね子 永野  越子

おち  美佐子 正木  八四子

小園  詠子 松村　美代子

小林  良子 寄国　由美子

特別賞

岡田  敏子 倉場  あつ子

清水  澄代

青木  万知子 櫻井　純子

審査員奨励賞

大梅  きよ子 木村  京子

金子  美智子

金賞 



　　　　（敬称略・五十音順）

青山  みち子 金子  美智子 塚本  由紀 福田　智世

足利  直子 上藪  敬子 冨永  弘子 福原  幹江

阿部  京子 岸  久恵 中井  ゆかり 藤井  登貴子

阿部  京子 鬼頭  礼子 中沢  明美 細倉  喜久枝

阿部  憲子 久保  淳子 中田  由美子 堀江  ふみ

石川  芙美子 倉場  あつ子 永田  ますみ 松浦  由美子

石橋  寿子 栗城  圭子 仲間　廣美 松尾  貞子

一色  民子 小嶋  貴志子 仲間　廣美 松葉  士津代

伊東  邦枝 小林  敏子 永森  久子 水鳥  典子

伊東  邦枝 近藤  絢子 西嶋  敬子 宮川  秀子

伊藤　純代 齋藤　幸子 波木  八重子 森  美智子

稲葉  桂子 斎藤  なか 橋本  いぶき 森下  勝代

岩下  加麻里 佐倉  章子 橋本　仁美 山上  悦子

上野　佐知子 佐々木  政子 早川  弘美 吉野  千佳子

上村　那央美 佐藤  厚子 林  まゆみ 渡邊  朋子

大石  明子 新池  裕子 針生  セツ子 渡部  美千代

大﨑  洋子 関根  順子 針生  セツ子 渡部  美千代

大澤  喜美子 髙橋  寿 日高  智代 渡辺　美代子

大橋  順子 髙橋  浜江 兵藤　佳子 渡辺  八重美

鬼沢  松枝 髙宮  諒子 平松  サチ子 渡辺  八重美

加藤  保子 竹内  春美 平本  淳子 綿引  啓子

加藤  保子 田中　初美 平本  淳子

金子  美智子 田村  春 廣瀬　七穂

佳作 



　　　　（敬称略・五十音順）

足利  直子 岸川  ひとみ 大丸  美子 原  ふみ子

阿部  憲子 喜田  ふみ子 髙橋  和子 日高  智代

菖蒲  忍 北野  祐子 巽  安子 福原　英子

安東  道代 木原  麻里子 田名網  明子 藤井  登貴子

安藤  洋子 木原  知枝 田中  ひろみ 藤川  千都子

池田  光子 木村  京子 田牧  キヌ子 藤原  清子

伊是名  教子 木村  文美 千種  淑子 堀野　篤人

一色  民子 久保寺  敬子 千葉  信子 前田  知子

伊藤  妙子 桑原  英里子 津田  幸子 牧野  理恵子

伊藤  千代子 小泉  美恵子 津田  幸子 松野　佳代子

伊藤  ヤヘ 纐纈　喜美代 津田　雅子 松本  美由紀

稲垣　竹子 小久保  満里子 徳田  道代 宮野  かこ

稲垣  友子 五味渕  恵美子 戸田  信子 宮本  千鶴代

岩中  くみ 斎藤　保子 冨田  志ず子 宗岡  史子

馬本  治子 境　きゑ子 冨永  弘子 村上  真知代

梅川  清美 酒井  成代 冨永  弘子 室谷  すて美

大河原  弘子 坂本  礼子 友野  弥生 望月  美代子

大塚  明子 佐々木  えみこ 中井  美代子 森田  和美

大梅  きよ子 佐藤  満喜子 中川  萬千子 山上  悦子

大平  美恵子 佐藤  玲子 永田  ますみ 山﨑  房枝

岡  明代 鮫田  紀子 中西  千代子 山田  セキ子

岡谷  康子 更級  ゆきえ 中根　千枝子 横地  和枝

小川  寿美枝 柴田  玲依 永野  越子 吉野  由紀

尾城  雅一 島田  品江 長橋  貴子 吉村  幸代

小田　麻規子 白鳥  あかね 西田  留美子 吉村  美千代

越智  直子 末光  節子 二ノ宮  文子 米倉  裕美

小畑　志織 鈴木  恵子 畠山  友子 米田  真知子

恩田  美栄子 須山　信子 畑野  時代 渡邊  敏子

片柳　節男 関口  由江 浜中  昌代 渡辺  美代子

片山　ゆう子 大東  春美 原  美貴子 綿引  あい

以上、
金賞　1点
銀賞　2点
銅賞　3点

入選　120点

審査員奨励賞　12点
特別賞　8点
佳作　90点

入選 


