
　当大会は、神宮に花火を奉納する唯一無二の大会として、昭和 28年に斎行された第 59回神宮式年遷宮
を記念してはじめられました。北は秋田県から南は鹿児島県まで、全国各地から選抜された花火師たちが
神宮に花火を奉納し、日頃の研鑽の成果を神都伊勢の夜空に放揚する競技花火大会で、「日本三大競技花火
大会」のひとつにも数えられています。花火師の心意気の込もった一玉一玉を心ゆくまでお楽しみください。

◆委員長
田村　昌三
東京大学名誉教授

◇委員
鈴木　雪春
ふくろい遠州の花火実行委員会
企画打上部会　部会長

◇委員
齊藤　郁雄
神宮司庁総務部長

◇委員
姫神
シンセサイザー奏者

◇保安審査員
奥　雄志
公益社団法人日本煙火協会
検査所長

◇委員
辻　美穂
イラストレーター

◇保安審査員
山下　佐喜男
伊勢市消防本部
予防課長

審査員紹介 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

国土交通省・経済産業省・観光庁・三重県・（一財）伊勢神宮崇敬会・（公社）伊勢志摩観光コンベンション機構・（公社）日本煙火協会・（公社）日本観光振興協会関西支部・
（公社）三重県観光連盟・（株）ZTV伊勢放送局・NHK津放送局・近畿日本鉄道（株）・JR東海・志摩市観光協会・CBCテレビ・東海テレビ放送・東海ラジオ放送・
鳥羽市観光協会・中日本高速道路（株）・三重交通（株）・三重県観光開発（株）・三重テレビ放送・（株）BS-TBS

後援 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●玉数、時間に制限があります。
●色彩・配色・打ち上げの
　リズム等で審査します。

スターマインの部スターマインの部
/////////////////////////////////////////////////

●5号創造花火 3発
●10号曲導付割物 1発
●色彩・配色・技術等で
　審査します。

打上花火の部打上花火の部
/////////////////////////////////////////////////
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打上花火は、玉の構造によって「割物」「ポカ物」「小割物」に分けられます。
「割物」は、花火玉が破裂したときに星（火薬玉）が丸くひらく花火です。
世界に類をみない、正確な球状に揚がる「割物」は、日本を代表する美しい花火だといわれています。
「ポカ物」は、花火玉が上空でポカッと割れ、丸くひらかず、中に詰めた星が落ちていく花火です。
「小割物」は、大きな花火玉の中に小さな花火玉がたくさん入っており、花火玉が割れたときに小さな花火が
たくさんひらく花火です。　ここでは、色々な花火の種類や形をご紹介します。

（株）齊木煙火本店 （齊木 克司） 

（株）柿木花火工業 （柿木 博幸） 

（株）小松煙火工業 （小松 忠信）
アルプス煙火工業（株） （矢沢 武彦）

３ 等

佳 作

準優勝

３ 等

準優勝

第 56回 （株）紅屋青木煙火店 ［長野県］
第 57回 （有）伊那火工堀内煙火店 ［長野県］
第 58回 （有）篠原煙火店 ［長野県］
第 59回 本家神田煙火工業（有） ［埼玉県］
第 60回 （株）山﨑煙火製造所 ［茨城県］
第 61回 （株）紅屋青木煙火店 ［長野県］
第 62回 （株）齊木煙火本店 ［山梨県］
第 63回 （株）マルゴー ［山梨県］
第 64回 （株）紅屋青木煙火店 ［長野県］

打上花火
歴代優勝者 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

…花火の楽しみ方…

第 56回 アルプス煙火工業（株） ［長野県］
第 57回 アルプス煙火工業（株） ［長野県］
第 58回 （株）マルゴー ［山梨県］
第 59回 アルプス煙火工業（株） ［長野県］
第 60回 アルプス煙火工業（株） ［長野県］
第 61回 アルプス煙火工業（株） ［長野県］
第 62回 （有）伊那火工堀内煙火店 ［長野県］
第 63回 （株）マルゴー ［山梨県］
第 64回 （株）小口煙火 ［長野県］

スターマイン

打上花火の部 スターマインの部

優勝

第 65回（2017 年）入賞者

（株）北日本花火興業 （今野 義和）
観光庁長官賞

（株）マルゴー （齊木 智徳）優勝 国土交通大臣賞
山梨県秋田県

秋田県

長野県

山梨県

（有）関口煙火工場 （若井 豊） 

（株）山内煙火店 （山内 浩行） 山梨県
野村花火工業（株） （野村 陽一） 茨城県

滋賀県 （株）紅屋青木煙火店 （青木 昭夫） 長野県
栃木県

髙木煙火（株） （髙木 政幸） 

（有）伊那火工堀内煙火店 （那須野 大） 長野県

岐阜県

花火にはどんな種類があるの？

「日本三大競技花火大会」のひとつである伊勢神宮奉納全国花火大会は、花火の質もハイレベル。
ここでは、良い花火の条件をご紹介します。皆さんも審査員気分で鑑賞してみては？

【
肩
】

花火玉から星が勢いよく放射状にまっすぐ飛
ぶものが最高とされ、“肩の張りが良い”といい
ます。星が先でふらふら泳いだり、着火しない
星があるとその部分だけが黒く抜けて見える
「抜け星」になったりするものは良くありませ
ん。

肩の張りが良い

早い 遅い

盆が
楕円

盆が
いびつ

玉の
座りが良い

盆が良い

星が抜けている

【
玉
の
座
り
】

打ち上げられた花火玉が最高点でひらくもの
が理想とされています。これを “玉の座りが良
い” といいます。花火玉が上がっている途中で
ひらくと扇形になり、落ちながらひらくと星が
流れる傾向があります。

【
盆
】

玉がひらき、星が一斉に飛び散って作る形を
「盆」といいます。大きくてきれいな真円（球）で
あることが最高です。楕円やいびつな形、玉の
大きさ相当の広がりがないものは良くありませ
ん。

星が燃え尽きた状態を「消え口」といい、すべて
の星が同時に変化して色を変え、一斉にパッと
消えるものが最高とされ、これを “消え口が揃
う”といいます。

【
消
え
口
】 消え口が揃わない

消え口が揃う

ぼ
ん

た
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か
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き
　
　く
ち

必見！良い花火のポイント

　星（火薬）が尾を引きなが
ら放射状に飛び散って、丸く
ひらく花火です。光の色が変
化するものを「変化菊」とい
います。

《菊〔きく〕（割物）》

　「菊」と同様に丸くひらきま
すが、尾を引かず、中心から
光の点を発して球状にひらく
花火です。「牡丹」は「菊」より
も鮮やかな光を放ちます。

《牡丹〔ぼたん〕（割物）》

　色々な形を花火にしたも
ので、ハートや蝶、土星など
があります。会場からは大き
な歓声が上がる人気の花火
です。

《型物〔かたもの〕（割物）》

　大きくひらいた大輪が流
れ落ち、地面近くで消える
花火です。

《冠〔かむろ〕（割物）》

　上空で花火玉がひらいた
ときに、光が不規則な動きを
する花火です。

《飛遊星〔ひゆうせい〕（ポカ物）》

　花火玉が割れてから、少
し間をおいて中に詰まった
いくつもの小輪の花が一斉
にひらく花火です。

《千輪〔せんりん〕（小割物）》

　上空から柳の枝が垂れ下
がるように落ちてくる花火で
す。

《柳〔やなぎ〕（ポカ物）》

　シュルシュルと音を出し
て、回転しながら不規則に
夜空を飛び回り、観覧者を
楽しませてくれる花火です。

《蜂〔はち〕（ポカ物）》
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