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開 会 式

表 彰 式

イベント

ランチタイムコンサート

東京農業大学　大根おどり

緑つながるウォークガイドツアー

樹木探検ツアー

コンテスト作品ガイドツアー

葛西臨海水族園移動水族館

19日
（月）

13：30 ～
16：30

都市をみどりの力でワクワクさせる仕掛け人
講師：千葉大学大学院園芸学研究科教授  池邉　このみ
主催：NPO Green Works

20日
（火）

10：00 ～
12：00

自由にチョキチョキ。刈込トピアリーをつくろう！
講師：NPO 法人　日本トピアリー協会インストラクター　大熊　真一郎
主催：NPO 法人日本トピアリー協会

13：30 ～
15：30

樹木医講座―樹木医になるには＆木の診断を学ぼう―
講師：（公財）東京都都市づくり公社緑化担当参与　山本　三郎（樹木医）
主催：（公財）東京都都市づくり公社

21日
（水）

10：00 ～
15：30

「建物緑化必須知識である建築構造と法規」＆
「屋上緑化コーディネーターの実践事例発表会」
講師：資格制度部会長　野田信也
主催：NPO 法人屋上開発研究会

22日
（木）

13：30 ～
15：00

コンテナガーデン講習会「フレンチシックな寄せ植え」
講師：グリーンアドバイザー　刀塚　文子
主催：グリーンアドバイザー東京

14：00 ～
16：00

東京都都市緑化基金フォーラム 2015　　
まちのリノベーションとみどりの力
講師：エービーデザイン㈱　代表取締役　正木　　覚
　　　㈱メゾン青樹　　　　代表取締役　青木　　純
　　　㈱ブルースタジオ　　専務取締役　大島　芳彦
主催：公益財団法人東京都公園協会

23日
（金）

13：30 ～
16：30

Xmas とお正月を彩るハンギングバスケット制作講習会
講師：ハンギングバスケットマスター JHBS 東京支部マスター
主催：日本ハンギングバスケット協会東京支部

24日
（土）

10：00 ～
12：00

講習会「ターシャ・テューダーの暮らしから教わったこと」
講師：翻訳家　食野　雅子　
　　　キャスター（元 NHK アナウンサー）須磨　佳津江
主催：グリーンアドバイザー東京

13：30 ～
16：30

“ 春まで楽しむ ”ハンギングバスケット制作講習会
講師：ハンギングバスケットマスター JHBS 東京支部マスター
主催：日本ハンギングバスケット協会東京支部

講座 みんなの緑学（緑と水の市民カレッジ）

みんなの緑学風景

コンテスト受賞者、審査委員との記念撮影

挨拶する熊谷委員長

開会式

表彰式の様子

開会式、 表彰式、 講座、 イベント
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造園フリーマーケット

トークショー
「走ってつなごう
花とみどりの輪」

コンサート・
トークショー

噴水危機一髪

都立農産高校生が育てた花苗配布 ヘブンアーティストパフォーマンス

ガーデニングファッションショー

ミニガーデンショー

ツリークライミング体験会

秋植え球根の掴み取り

ミニガーデンショー　場所：にれの木広場 （一社）日本造園組合連合会東京都支部

おもてなしモデル花壇展示　場所：噴水広場、第二花壇等 （公財）東京都公園協会

・造園フリーマーケット
・海の森剪定枝葉堆肥の無償配布　場所：にれの木広場
・職人の竹細工実演

（一社）東京都造園緑化業協会

噴水危機一髪　場所：噴水広場 （一社）日本水景協会

ハンギングバスケット・リース制作講習会 日本ハンギングバスケット協会東京支部

ガーデニングミニレッスン グリーンアドバイザー東京

ハイドロカルチャー教室 柴田園芸刃物㈱

ハンギング植え込み体験ワークショップ ㈱Nassun.E

多肉植物の寄せ植え体験 フラワープランツカフェ

ツツジ苗木配布＆樹木医によるツツジの植え替え実演 （公財）東京都都市づくり公社

押花作品制作講習会 NPO法人東京押花文化普及協会

＊イベントスケジュール ＊毎日随時開催
10 月 17 日（土）

10：00 ～ 16：00 みんなで選ぶコンテスト大賞　投票
主催：（公財）東京都公園協会　場所：本部テント

12：00 ～ 都立農産高校生が育てた花苗配布
主催：都立農産高等学校　場所：噴水広場ステージ

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

親子縁日
主催：（一社）日本公園施設業協会東京支部　場所：第二花壇

10：00、11：00、13：00、
14：00、15：00

ツリークライミング体験会
主催：全国 1 級造園施工管理技士の会　場所：にれの木広場

13：00 ～ 14：30 トークショー「走ってつなごう花とみどりの輪」
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

14：30 ～ 16：00 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

14:00 樹木探検ツアー
主催：（一社）日本樹木医会／（公財）東京都公園協会 樹木医会　集合：本部テント前

10 月 18 日（日）

10：00 ～ 16：00 みんなで選ぶコンテスト大賞　投票
主催：（公財）東京都公園協会　場所：本部テント

11：00
13：30

コンテスト作品ガイドツアー
主催：スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会　集合：本部テント前

11：00
13：30

秋植え球根の掴み取り
主催：（一社）日本造園建設業協会東京都支部　場所：にれの木広場

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

親子縁日
主催：（一社）日本公園施設業協会東京支部　場所：第二花壇

10：00、11：00、13：00、
14：00、15：00

ツリークライミング体験会
主催：全国 1 級造園施工管理技士の会　場所：にれの木広場

10：00 ～ 16：00 葛西臨海水族園移動水族館
場所：日比谷門

13：00 ～ 14：00 ランチタイムコンサート （ハワイアン・フラダンス）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

10：00 ～ 11：30 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

10：00
13：00

ヘブンアーティストによるパフォーマンス
場所：会場内各所

11：00
14：00

樹木探検ツアー
主催：（一社）日本樹木医会／（公財）東京都公園協会 樹木医会　集合：本部テント前

10 月 19 日（月）

12：00 ～ 13：00 ランチタイムコンサート （ジャズ・フュージョン）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

14：00 ～ 15：30 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

10 月 20 日（火）
11：00
13：30

コンテスト作品ガイドツアー
主催：スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会　集合：本部テント前

12：00 ～ 13：00 ランチタイムコンサート （ボサノバ）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

14：00 ～ 15：30 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

10 月 21 日（水）
11：00
14：00

ガーデニングファッションショー
主催：NPO 法人グリーンワークス　場所：噴水広場ステージ

12：00 ～ 13：00 ランチタイムコンサート （タヒチアンダンス）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

10 月 22 日（木）

10:00 みんなで選ぶコンテスト大賞　発表
主催：（公財）東京都公園協会　場所：本部テント

11：00
13：30

コンテスト作品ガイドツアー
主催：スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会　集合：本部テント前

12：00 ～ 13：00 ランチタイムコンサート （ボサノバ）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

14：00 ～ 15：30 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

13：30 ～ 15：30 緑つながるウオークガイドツアー
主催：（公財）東京都公園協会　集合：本部テント前

10 月 23 日（金）

15：00 ～ 16：00 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

10 月 24 日（土）
11：00
13：30

コンテスト作品ガイドツアー
主催：スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会　集合：本部テント前

10：00、11：00、13：00、
14：00、15：00

ツリークライミング体験会
主催：全国 1 級造園施工管理技士の会　場所：にれの木広場

12:00 東京農業大学　大根踊り
主催：（一社）東京都造園緑化業協会　場所：噴水広場

11：00
14：00

樹木探検ツアー
主催：（一社）日本樹木医会／（公財）東京都公園協会 樹木医会　集合：本部テント前

10 月 25 日（日）
10：00、11：00
13：00、14：00

ツリークライミング体験会
主催：全国 1 級造園施工管理技士の会　場所：にれの木広場

12：00 ～ 13：00 ランチタイムコンサート （ビッグバンドジャズ）
主催：（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂

14：00 ～ 15：00 コンサート・トークショー
主催：ライオンズクラブ　場所：噴水広場ステージ

11:00 樹木探検ツアー
主催：（一社）日本樹木医会／（公財）東京都公園協会 樹木医会　集合：本部テント前

イベント
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審査部門（規格）、出品数（応募数）

コンテスト審査委員

①ガーデン部門（奥行３ｍ×幅４ｍ、12㎡） ..........................................................................................................................................................................................................19（21）
②ライフスタイルガーデン部門（奥行2ｍ×幅3ｍ内に、最少２㎡～最大６㎡） ............................................................................................................19（19）
③コンテナガーデン部門（奥行１ｍ×幅１ｍ、コンテナ鉢を使用） ..................................................................................................46（48）※四方見作品5
④ハンギングバスケット部門（縦80cm×横70cm以内で壁掛け重量20kg以下） ........................................................................................... .96（101）

●ガーデン部門：和・技・美　～まちなみをつくる庭～
●ライフスタイルガーデン部門：美・食・住　～暮らしを楽しむガーデニング～

募集テーマ

交流会のようす

審査風景

総括審査委員
総括審査委員長 熊 谷　 洋 一 東京大学名誉教授　兵庫県立淡路景観園芸学校学長
総括審査副委員長 菊 地　 謙 二 （一社）東京都造園緑化業協会理事長
総 括 審 査 委 員 五十嵐　政郎 東京都建設局公園緑地部長
総 括 審 査 委 員 上 杉　 俊 和 公益財団法人東京都公園協会常務理事
総 括 審 査 委 員 細 岡　　 晃 東京都東部公園緑地事務所長
総 括 審 査 委 員 細 谷　 恒 夫 （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会顧問
総 括 審 査 委 員 町 田　　 誠 国土交通省都市局　公園緑地景観課緑地環境室長
ガーデン部門
部門審査委員長 榊 原　 八 朗 造園家
審 査 委 員 新 井　　 豊 （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会　関東支部長
審 査 委 員 上 野　 周 三 （一社）日本庭園協会理事
審 査 委 員 荻 原　 博 行 （一社）日本造園組合連合会副理事長 
審 査 委 員 加 勢　 充 晴 全国１級造園施工管理技士の会（一造会）相談役
審 査 委 員 吉 田　 祐 治 ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事・副会長　　　
ライフスタイルガーデン部門
部門審査委員長 八木　波奈子 「BISES」ビズ編集長
審 査 委 員 梶 浦　 道 成 コピーライター／オーガニック・ガーデナー
審 査 委 員 国 吉　　 純 園芸家／（有）ジュリエッタガーデン代表
審 査 委 員 竹 田　 正 道 庭や花の好きなカメラマン
審 査 委 員 正 木　　 覚 環境デザイナー／ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事・会長
コンテナガーデン部門
部門審査委員長 杉 井　 志 織 園芸家　
審 査 委 員 奥　　 峰 子 園芸家／（公社）園芸文化協会常務理事
審 査 委 員 徳 原　 真 人 造園家／ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事
審 査 委 員 濱田　恵理子 第一園芸（株）専属　グリーンインテリア・コーディネーター
審 査 委 員 山 本　 紀 久 （株）愛植物設計事務所会長
ハンギングバスケット部門
部門審査委員長 武内　嘉一郎 （一社）日本ハンギングバスケット協会理事長
審 査 委 員 上 田　 奈 美 （一社）日本ハンギングバスケット協会副理事長
審 査 委 員 山 口　 ま り （一社）日本ハンギングバスケット協会理事
審 査 委 員 山 田　 幸 子 園芸研究家
審 査 委 員 渡 辺　　 均 （一社）日本ハンギングバスケット協会理事／千葉大学准教授

コンテスト審査会、 交流会
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ガ ー デ ン 部 門
受 賞 作 品

風光明媚 ～現実と非現実～　安藤庭園 （京都府京都市）国土交通大臣賞

兆 kizashi
積水ハウスグル－プ　積和建設 （東京都）
東京都知事賞

市中の山居
わさび：越後苔匠、大貫石材、小島植物苑、ゴリの植木屋さん、
丸葉造園、室橋造園、デザイナー平井佑児 （神奈川県川崎市）

優秀賞（技術賞） ちょっと一休み
株式会社 大場造園 （東京都杉並区）
優秀賞（デザイン賞）

咲話（SAWA）
東光園緑化 株式会社 （東京都渋谷区）
東京都都市緑化基金賞
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ライフスタイルガーデン部門
受 賞 作 品

Child Care Garden ～子育ての庭～
株式会社 時設計×西武緑化管理 株式会社 （東京都中央区）

東京都知事賞

思索の園
天龍造園建設 株式会社 東京支店 （東京都江東区）
優秀賞（デザイン賞）「今日もまた、

あの場所で」
株式会社 日比谷アメニス （東京都港区）

優秀賞（コンセプト賞）

庭ガール ～庭からはじまるガーデンレシピ～
わさび：越後苔匠、大貫石材、小島植物苑、ゴリの植木屋さん、
丸葉造園、室橋造園、デザイナー平井佑児 （神奈川県川崎市）

優秀賞（アイデア賞）
Renovation…

樹と遊ぶ暮らし習和産業 株式会社（千葉県習志野市）
東京都都市緑化基金賞
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コンテナガーデン部門
受 賞 作 品

秋彩
川島 由希子 （神奈川県横浜市）
農林水産大臣賞

ナチュラル志向
野口 慎一 （埼玉県飯能市）
東京都知事賞

返りみて未来
染谷 孝子 （埼玉県行田市）

優秀賞
想いでの裏山へ
福田 敏恵 （千葉県茂原市）

準優秀賞
あったらいいな『みどりのゆび』
堀田 佐智子 （愛知県名古屋市）

奨励賞
天の羽衣 ～和やか～
東京都立農産高等学校 定時制
園芸部＆創作造形部 （東京都葛飾区）

奨励賞

錦織りなす…
高橋 彌生 （香川県丸亀市）

東京都都市緑化基金賞
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ハンギングバスケット部門
受 賞 作 品

雨後の月
喜多村 奈保子 （東京都大田区）

奨励賞

紫匂ふ
堀田 佐智子 （愛知県名古屋市）

準優秀賞

稜線の彩

Say you
love me

後藤 和子 （東京都狛江市）

山田 美浜
（茨城県小美玉市）

奨励賞

古城が輝く瞬間
落合 美苗

（神奈川県横浜市）

優秀賞
優秀賞

好日
望月 さとみ （静岡県静岡市）

準優秀賞

秋はなび
石川 久美子 （千葉県千葉市）

奨励賞

想いを超えて
間室 夏実 （埼玉県比企郡）

準優秀賞

天の羽衣 ～雅やか～
東京都立農産高等学校 定時制
園芸部＆創作造形部 （東京都葛飾区）

奨励賞

未来へ ～with you～
山口 和子 （東京都狛江市）

奨励賞

朧月夜
大橋 朝子

（神奈川県横浜市）

東京都都市緑化基金賞 竹取物語
保坂 真紀 （茨城県ひたちなか市）

東京都知事賞
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眺望～景観の先～
㈱和泉園（東京都）

路地裏で“ほっ”
アイムスタイル㈱+Gardeners（徳島県）

時わすれ  かがり火の庭
武原造園（石川県）

水堀石のある風景
大森造園建設㈱（東京都）

がらんどぅ
㈱植繁（東京都）

承
㈱岩城（東京都）

秋麗～実りのあしたへ～
日本ガーデンデザイン専門学校（神奈川県）

まちなみをつくる庭「とっとりからはじめよう！ ナチュラルガーデン」
鳥取県（鳥取県）

音楽の森
東京都立園芸高等学校（東京都）

やすらぎのひと時
千葉大学緑地環境学科学生有志（千葉県）

金属フェンスに“温もり”を！
ルネッサン荘ガーデンスタジオ（千葉県）

隠れ庭
㈱柳島寿々喜園（東京都）

室内と庭のつながり
㈱みどり造園、綜合造園㈱ 共同制作（東京都）

あしたへつなげる５つの『わ』～技
わざ

、和
わ

、庭
に

園
わ

、会
かい

話
わ

、花
フラワー

㈱富士植木（東京都）

ガーデン部門
アイムスタイル㈱+Gardeners（徳島県）
安藤庭園（京都府）
㈱和泉園（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）
積水ハウスグル－プ積和建設（東京都）
武原造園（石川県）
千葉大学緑地環境学科学生有志（千葉県）
東京都立園芸高等学校（東京都）
東光園緑化㈱（東京都）
鳥取県（鳥取県）
日本ガーデンデザイン専門学校（神奈川県）
㈱富士植木（東京都）
㈱みどり造園、綜合造園㈱ 共同制作（東京都）
㈱柳島寿々喜園（東京都）
ルネッサン荘ガーデンスタジオ（千葉県）
わさび：越後苔匠、大貫石材、小島植物
苑、ゴリの植木屋さん、丸葉造園、室橋
造園、デザイナー平井 佑児（神奈川県）
ライフスタイルガーデン部門
㈱稲亀緑花・藤東造園建設㈱ 共同制作（東京都）
㈱植三造園、㈱蛭田植物園（東京都）
㈱花門フラワーゲート（東京都）
㈲季織苑＋飯島 さとし建築設計室（千葉県）
グリングリン　井上 弘太（東京都）
伍楽園・アーバンエクステリア 共同制作（東京都）
習和産業㈱（千葉県）
㈱昭和造園（東京都）
西武造園㈱（東京都）
天龍造園建設㈱東京支店（東京都）
東京都立農産高等学校 3年1組（東京都）
東京農業大学 造園科学科 学生有志（東京都）
㈱時設計×西武緑化管理㈱（東京都）
トピアリーインストラクター有志（千葉県）
日本ガーデンデザイン専門学校 15期（神奈川県）
箱根植木㈱（東京都）
㈱日比谷アメニス（東京都）

緑進造園㈱（東京都）
わさび：越後苔匠、大貫石材、小島植物
苑、ゴリの植木屋さん、丸葉造園、室橋
造園、デザイナー平井 佑児（神奈川県）
コンテナガーデン部門
アイムスタイル㈱+Gardeners（徳島県）
Atelier daisy & bee　金沢 啓子（東京都）
石坂 典子（千葉県）
㈲一上総合造園土木（神奈川県）
稲田 幸江（東京都）
大宮 奏（千葉県）
岡村 祥子（栃木県）
花土 美保（東京都）
川島 由希子（神奈川県）
小林 隆浩（静岡県）
佐藤 香奈枝（埼玉県）
島村 節雄（埼玉県）
菅澤 敏子（群馬県）
関 優子（りこしぇガーデン）（千葉県）
染谷 孝子（埼玉県）
高橋 彌生（香川県）
高山 真理子（千葉県）
竹田 文一（徳島県）
田村 益規（栃木県）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
上西 響子、横村 早紀、松﨑 力也、三島 優子（東京都）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
木村 優貴、小川 美穂、李東袀（東京都）
東京都立農業高等学校 園芸部
服部 愛、佐藤 心春、田中 睦海、原田 桜、坂元 栞（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
工藤 もえか、濱野 未希（東京都）
東京都立農産高等学校 チーム 荒岩（東京都）
東京都立農産高等学校 チーム 三色菫（東京都）
東京都立農産高等学校 チーム 吉中 彩香（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
弓野 温子、鈴木 光圭子、蒲川 佳世（東京都）
東京都立農業高等学校 緑地計画科（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）
中谷 千鶴子（神奈川県）
中山 まなみ（東京都）

日本大学 造園・緑地学研究室（神奈川県）
野口 慎一（埼玉県）
野口 雪子（東京都）
人見 悦夫（栃木県）
平林 麻香（りこしぇガーデン）（千葉県）
福田 敏恵（千葉県）
堀田 佐智子（愛知県）
町田デザイン専門学校 フラワー＆ガーデニング科　
伊波 千晶、美濃口 彩（東京都）
町田デザイン専門学校 フラワー＆ガーデニング科　
吉村 彩、嘉藤 彩花（東京都）
松井 宣夫（東京都）
武藤 ゆかり（神奈川県）
矢嶋 広美（栃木県）
保利 公（茨城県）
柳澤 三千子（長野県）
山岸 鏡子（石川県）
ハンギングバスケット部門
雨宮 みずほ（東京都）
荒木 真美（神奈川県）
井坂 妙子（東京都）
石井 利絵子（千葉県）
石川 久美子（千葉県）
石田 茂子（神奈川県）
石野 好子（東京都）
伊丹 祐子（千葉県）
市川 静江（東京都）
伊藤 康仁（東京都）
稲田 幸江（東京都）
井上 幸子（埼玉県）
井上 恵（神奈川県）
今村 久美子（神奈川県）
井本 弘子（埼玉県）
岩﨑 智美（福岡県）
大野 紀子（東京都）
大橋 朝子（神奈川県）
大山 映理子（東京都）
岡野 百利（千葉県）
岡村 淳子（神奈川県）
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）
金子 齊子（神奈川県）
上薗 裕見子（東京都）
㈱花門フラワーゲート（東京都）
河井 あゆみ（東京都）
北村 厚子（東京都）
喜多村 奈保子（東京都）
小菅 恵里子（東京都）
後藤 和子（東京都）
小林 隆浩（静岡県）
小林 照子（東京都）
小林 美津子（東京都）
小檜山 智賀子（埼玉県）
境野 眞知子（埼玉県）
坂戸 朋子（神奈川県）
佐々木 啓子（三重県）
静岡県立富岳館高等学校 フラワーアート部（静岡県）
篠ヶ谷 悦子（東京都）
篠原 小百合（群馬県）
Jardin de Rêve　古内 麻理（東京都）
新堀 未生（神奈川県）
菅澤 敏子（群馬県）
菅原 範子（宮城県）
関 雅子（東京都）
関戸 多美子（三重県）
髙橋 清江（東京都）
高橋 邦子（東京都）
髙橋 恵（群馬県）
滝瀬 さくら（東京都）
田尻 芳子（茨城県）
田中 れい子（神奈川県）
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
弓野 温子、鈴木 光圭子、蒲川 佳世（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
大門 弥生、尾﨑 つかさ（東京都）
東京都立農産高等学校 定時制
安達 広海、五月女 世奈（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）
内藤 由美子（静岡県）
中西 弘子（神奈川県）
中鉢 あおい（東京都）
中谷 圭子（東京都）
中山 まなみ（東京都）
西谷 ゆみ子（神奈川県）
野口 慎一（埼玉県）
野口 雪子（東京都）
花崎 かおり（香川県）
浜地 裕子（東京都）
桧座 直子（茨城県）
平居 雅恵（群馬県）
平山 祐子（東京都）
深澤 直美（神奈川県）
福井 厚子（千葉県）
福田 真利子（埼玉県）
藤倉 典子（東京都）
古橋 麻美（東京都）
保坂 真紀（茨城県）
細濵 まき（大阪府）
堀田 佐智子（愛知県）
馬越 佳穂子（東京都）
町田デザイン専門学校 フラワー＆ガーデニング科　
阿南 十夢、山下 菫（東京都）
町田デザイン専門学校 フラワー＆ガーデニング科
飯塚 ありさ、山本 美咲（東京都）
間室 夏実（埼玉県）
宮坂 由紀（東京都）
宮田 はつ美（埼玉県）
望月 さとみ（静岡県）
森田 芳子（埼玉県）
矢嶋 広美（栃木県）
柳澤 三千子（長野県）
山口 和子（東京都）
山田 美浜（茨城県）
山本 久美子（茨城県）
善本 久美子（東京都）
渡辺 博（静岡県）

ガーデンコンテスト出品作品

＆ コンテスト出品者一覧


