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ガ ー デ ン 部 門
受 賞 作 品

静寂閑雅
自然の恩恵を間借りして
（有）季織苑（千葉県）

国土交通大臣賞

J Style's Fusion
西武造園（株）・西武緑化管理（株）（東京都）

東京都知事賞

� （株）岩城（東京都）
オアシス優秀賞（デザイン賞）

ちょっと話そう
� （株）富士植木（東京都）
東京都都市緑化基金賞

斜陽
� 庭盛会（神奈川県）
優秀賞（技術賞）
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ライフスタイルガーデン部門
受 賞 作 品

No Future…??
ヒロム緑化（東京都）

東京都知事賞

Gardener’s bee ～甘い香りに誘われて～
アゴラ造園（株）（東京都）

東京都都市緑化基金賞

優秀賞（デザイン賞）
ひねもすのたり
Ｅ＆Ｇアカデミー21期生

（東京都）

優秀賞（デザイン賞）
読書を楽しむ庭

日本ガーデンデザイン専門学校
岡田�夏実（神奈川県）

優秀賞（アイデア賞）
Lier.からの多肉植物の輪

Lier.succulent（株）
上野�由香（大分県）
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コンテナガーデン部門
受 賞 作 品

野にあるごとく
� 堀田　佐智子（愛知県）
東京都知事賞

黄昏時の冬支度
木村　尚子（神奈川県）

東京都都市緑化基金賞

優秀賞
Autumn
～コテージガーデンに吹く風～
倉島　淳子（神奈川県）

準優秀賞
秋のおもてなし
高山　真理子（千葉県）

準優秀賞
日比谷ロマンス
大鹿　千鶴子（栃木県）

奨励賞
クラシカルな眺め
染谷　孝子（埼玉県）

奨励賞
重陽の舞～蕾に心をよせて～
東京都立農産高等学校　定時制

園芸部＆創作造形部（東京都）
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ハンギングバスケット部門
受 賞 作 品

あかねさす
小野寺�純子（東京都）

奨励賞
雅 野

坂戸�朋子（神奈川県）

奨励賞

清秋の
おとずれ
平山�祐子（東京都）

優秀賞

錦 秋
平野�薫（神奈川県）

優秀賞

千変万花
喜多村�奈保子（東京都）

奨励賞
幻想夜

落合�美苗（神奈川県）

奨励賞

秋 麗
田尻�芳子（茨城県）

農林水産大臣賞

東京都都市緑化基金賞
暮れの秋　～Tokyo～
小山�佐和子（長野県）

和ごころ
矢嶋�広美（栃木県）

東京都知事賞

紅葉賀
北�多加子（千葉県）

準優秀賞

心の安らぎ
荒木�淑子（神奈川県）

準優秀賞

秋の風鈴
宮坂�由紀（東京都）

奨励賞
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回顧
㈱植繁（東京都）

Growth Garden
～はぐくみの庭～
㈱しみづ農園（群馬県）

秋の面影
東京農業大学造園科学科　学生有志（東京都）

縁窓
花豊造園㈱（京都府）

緑と花
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア

共同制作（東京都）

温故知新～和の庭～
㈱伍楽園・㈱植三造園
共同制作（東京都）

ゆめにわ　～ゆるり～
東京都立園芸高等学校（東京都）

自然を尋ねる人
庭人　にわんと（千葉県）

水流庭
㈱和泉園（東京都）

潜る庭
大森造園建設㈱　（東京都）

街かど庭園TOKYO
㈱大場造園（東京都）

カラフル
千葉大学園芸学部　環境植栽学研究室

（千葉県）

『史記』三神山　都市の中の枯山水
綜合造園㈱・㈱みどり造園　
共同制作（東京都）

導
庭福＋紅（神奈川県）

清と凛の時
庭祥　清水庵（東京都）

ガーデン部門（20作品）
㈱和泉園（東京都）
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア
共同制作（東京都）
㈱岩城（東京都）
㈱植繁（東京都）
㈱大場造園（東京都）
大森造園建設㈱（東京都）
㈲季織苑（千葉県）
㈱伍楽園・㈱植三造園共同制作（東京都）
㈱しみづ農園（群馬県）
西武造園㈱・西武緑化管理㈱共同制作（東京都）
綜合造園㈱・㈱みどり造園共同制作（東京都）
千葉大学園芸学部環境植栽学研究室（千葉県）
庭盛会（神奈川県）
東京都立園芸高等学校（東京都）
東京農業大学造園科学科学生有志（東京都）
庭祥　清水庵（東京都）
庭福＋紅（神奈川県）
庭人　にわんと（千葉県）
花豊造園㈱（京都府）
㈱富士植木（東京都）
ライフスタイルガーデン部門（17作品）
アゴラ造園㈱（東京都）
Ｅ＆Ｇアカデミー21期生（東京都）
神奈川県立中央農業高等学校
今野　巴那（神奈川県）
岸田園芸㈱（神奈川県）
㈱グリーンロード（東京都）
東京都立農芸高等学校　緑地環境科　3年（東京都）
東京都立農産高等学校　
園芸デザイン科　造園チーム（東京都）
東京NINIZ（東京都）
東京農業大学造園科学科　学生有志（東京都）
トピアリーラボ（千葉県）
日本ガーデンデザイン専門学校�
岡田　夏実（神奈川県）
ネコソバット（北海道）
箱根植木㈱（東京都）
㈱日比谷アメニス（東京都）
ヒロム緑化（東京都）
㈱ランドスケープ（東京都）
Lier.succulent㈱上野　由香（大分県）

コンテナガーデン部門（53作品）
石坂　典子（千葉県）
今井　裕子（東京都）
今村　久美子（神奈川県）
江崎　幸子（高知県）
江崎　真吾（岐阜県）
大鹿　千鶴子（栃木県）
落志　勇司（千葉県）
花土　美保（東京都）
神奈川県立中央農業高等学校
小方　亜弥（神奈川県）
川﨑　和美（東京都）
木村　尚子（神奈川県）
倉島　淳子（神奈川県）
坂井　正市（東京都）
佐久間　由美（千葉県）
佐々木　啓子（三重県）
島村　節雄（埼玉県）
関戸　多美子（三重県）
染谷　孝子（埼玉県）
髙瀨　嘉典（埼玉県）
高山　真理子（千葉県）
滝本　孝一（東京都）
竹森　悦子（東京都）
たまちゃん　かぶちゃん（東京都）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
浅川　晃士朗、山下　愛莉、犬飼　里奈（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
五十嵐　未夢、久保田　瑠里（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
池田　優香、百瀬　黎（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
井上　瑠那、住吉　玲音（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
園芸部＆創作造形部（東京都）
戸田建設㈱　価値創造推進室（東京都）
栃木県立小山北桜高等学校
神山　雄大（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校
國谷　朋生（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校
杉山　優希（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校　
増形　博昭（栃木県）

豊田　恵子（神奈川県）
中山　まなみ（東京都）
日本ガーデンデザイン専門学校
加賀　万智、佐藤　里香（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校�
小林　彩（神奈川県）
野口　慎一（埼玉県）
橋本　冠斗（東京都）
人見　悦夫（栃木県）
蛭間　亜希子（千葉県）
福田　敏恵（千葉県）
北條　利江（千葉県）
堀田　佐智子（愛知県）
前田　恵美（神奈川県）
松下　史弥（東京都）
道の駅　庭園の郷　保内　
山岸　広也（新潟県）
南九州大学　環境園芸学科
庭園デザイン学研究室1（宮崎県）
南九州大学　環境園芸学科�
庭園デザイン学研究室２（宮崎県）
保利　公（茨城県）
Lier.succulent㈱　上野　由香（大分県）
ロンドンガーデンデザイン（東京都）
ハンギングバスケット部門（95作品）
赤羽　玲子（長野県）
浅井　京子（東京都）
浅野　いずみ（神奈川県）
安島　恵美子（神奈川県）
阿諏訪　洋子（埼玉県）
安部　かおり（千葉県）
荒木　淑子（神奈川県）
井坂　妙子（東京都）
石井　文代（栃木県）
石井　利絵子（千葉県）
石川　久美子（千葉県）
磯岡　由美子（千葉県）
岩本　真美（長野県）
インフォコム㈱
グリーンイノベーション同好会（東京都）
内田　潤子（東京都）
榎本　永子（埼玉県）
大鹿　千鶴子（栃木県）
大山　映理子（東京都）
岡野　百利（千葉県）
岡本　なるみ（東京都）
落合　美苗（神奈川県）
落志　勇司（千葉県）

小野寺　純子（東京都）
貝瀬　洋子（神奈川県）
勝又　有佳（静岡県）
北　多加子（千葉県）
北原　佳代子（埼玉県）
喜多村　奈保子（東京都）
倉島　淳子（神奈川県）
群馬県立藤岡北高等学校
新井　舞（群馬県）
群馬県立藤岡北高等学校
髙田　百美（群馬県）
児玉　裕子（埼玉県）
後藤　和子（東京都）
小檜山　智賀子（埼玉県）
小松﨑　ゆかり（茨城県）
小屋　智佳子（千葉県）
小山　佐和子（長野県）
齋藤　悦子（千葉県）
坂戸　朋子（神奈川県）
佐々木　啓子（三重県）
佐藤　理恵（東京都）
篠原　小百合（群馬県）
志水　淳子（千葉県）
鈴木　和枝（千葉県）
鈴木　美奈（埼玉県）
関戸　多美子（三重県）
仙海　貴美子（茨城県）
其田　早苗（埼玉県）
滝瀬　さくら（東京都）
竹田　薫（神奈川県）
田尻　芳子（茨城県）
田中　君江（埼玉県）
田中　千世（三重県）
田中　則子（千葉県）
勅使川原　佐智子（群馬県）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
井上　瑠那（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
大場　瑠海（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
佐々木　瑞紀（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
田島　優香（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
園芸部（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
創作造形部（東京都）
中山　まなみ（東京都）

日本ガーデンデザイン専門学校
川原　優人（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
谷川　優歩（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中星　成美（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中村　風希（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中村　美結（神奈川県）
野口　慎一（埼玉県）
長谷川　享子（神奈川県）
桧座　直子（茨城県）
平居　雅恵（群馬県）
平野　薫（神奈川県）
平山　祐子（東京都）
福田　真利子（埼玉県）
福村　江津（神奈川県）
藤池　和子（東京都）
藤倉　典子（東京都）
藤野　浩（千葉県）
北條　利江（千葉県）
保坂　真紀（茨城県）
堀田　佐智子（愛知県）
前田　恵美（神奈川県）
町谷　和郁子（東京都）
溝口　峰子（愛知県）
道の駅　庭園の郷　保内　
大場　幸江（新潟県）
南九州大学　環境園芸学科��
庭園デザイン学研究室２
都築　佑平（宮崎県）
宮坂　由紀（東京都）
宮田　文恵（神奈川県）
森田　芳子（埼玉県）
矢嶋　広美（栃木県）
安田　身知子（千葉県）
山田　美浜（茨城県）
山室　秀子（神奈川県）
吉田　明代（千葉県）
Lier.succulent㈱上野　由香（大分県）

※五十音順　敬称略

五十音順

ガーデン部門出品作品

ガーデンコンテスト出品者一覧

ミニガーデンショー出品者
●狛江造園組合�青年部員一同
●三多摩造園組合�青年部　TEAM�光緑庵【銅賞】
●世田谷植木職組合【金賞】

●調布市植木組合
●東京造園倶楽部�青年部
●東京庭職組合

●東京緑化倶楽部�山本　信太
●練馬造園組合�親和造園（株）
●八王子造園業組合�青年部【銀賞】



● 作品募集チラシ（A4）
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● ポスター（B1，B2）

● キッチンカー紹介チラシ（A4）

● チラシ（A4）

● 中吊りポスター（B3）

● 会場配布パンフレット（A3 観音開き）

第16回　日比谷公園
ガーデニングショー 2018 印刷物




