
R1市展_一般の部_入賞者一覧.xlsx

種目 賞 受付 作者名 ふりがな 作品名 住　所　（略）

日本画 市展賞 6 佐藤美智子 さとうみちこ 初秋 大垣市浅草
日本画 市長賞 12 森　幸男 もりゆきお 躍 大垣市綾野町
日本画 議長賞 9 杉原秀氏 すぎはらひでし 雨上り 大垣市林町
洋画 市展賞 28 中島邦彦 なかしまくにひこ 昼夜操業の工場 養老郡養老町
洋画 市長賞 2 森多江子 もりたえこ 百代の過客 大垣市綾野町
洋画 議長賞 4 磯部範彦 いそべのりひこ 護法神・四天王「持国天」 大垣市墨俣町
洋画 教育長賞 23 熊田　等 くまだひとし 風を聴く 瑞穂市生津外宮東町

洋画 優秀賞 47 吉田美幸 よしだみゆき 寿齢 不破郡垂井町
洋画 優秀賞 59 岩田鉦吉 いわたしょうきち 賑わう大阪道頓堀 瑞穂市只越
洋画 奨励賞 26 後藤とき子 ごとうときこ 興味津々（木曽馬牧場） 大垣市静里
洋画 奨励賞 27 柴原数雄 しばはらかずお メコン河畔 本巣市見延
洋画 奨励賞 32 三宅英男 みやけひでお 製紙工場の片隅 可児市土田
洋画 奨励賞 37 大平　進 おおひらすすむ 南風のとおる処 本巣市早野
書（毛筆・篆刻） 市展賞 25 増井　茂 ますいしげる 地天平成　初春令月他1顆 大垣市南若森町
書（毛筆・篆刻） 市長賞 20 東山栄華 ひがしやまえいか 王中の詩 揖斐郡大野町
書（毛筆・篆刻） 議長賞 7 久保田美州 くぼたびしゅう 韓愈詩 揖斐郡揖斐川町
書（毛筆・篆刻） 教育長賞 28 望月俊実 もちづきとしみ 韋応物詩 不破郡垂井町
書（毛筆・篆刻） 優秀賞 15 青木榮俊 あおきえいしゅん 吉田一穂の詩 大垣市加賀野
書（毛筆・篆刻） 奨励賞 4 勝野　真 かつのまこと 生きること 安八郡神戸町
彫塑工芸 市展賞 18 磯崎勝利 いそざきかつとし 獅子口 大垣市桧町
彫塑工芸 市長賞 47 澤村典子 さわむらのりこ 心明 不破郡関ケ原町
彫塑工芸 議長賞 51 髙田次男 たかだつぎお 塔 大垣市波須
彫塑工芸 教育長賞 16 藤原建治 ふじわらけんじ 能面「小癋見」 大垣市木戸町
彫塑工芸 優秀賞 54 杉本明美 すぎもとあけみ 老舗　雑貨屋 大垣市稲葉西
彫塑工芸 優秀賞 28 藤井賢次郎 ふじいけんじろう彫り絵　ひ孫と遊ぶ 不破郡垂井町
彫塑工芸 奨励賞 53 中嶋　徹 なかしまとおる 織部花器 大垣市南若森町
彫塑工芸 奨励賞 10 竹中正俊 たけなかまさとし 般若（能面） 大垣市恵比寿町
彫塑工芸 奨励賞 26 馬渕たず子 まぶちたずこ 彩華 安八郡神戸町
デザイン 市展賞 23 後藤元𠮷 ごとうもとよし 教会の朝 大垣市波須
デザイン 市長賞 26 小寺真里亜 こでらまりあ 旬の満ち欠け。 大垣市中野町
デザイン 議長賞 20 宮田しほ みやたしほ シークレットガーデン 長浜市保田町
デザイン 教育長賞 2 木股広珠 きまたひろみ 笑顔よぶ花文字 大垣市長松町
デザイン 優秀賞 19 中山　唯 なかやまゆい monochrome 愛知県岩倉市東新町

デザイン 奨励賞 16 大坪実央 おおつぼみお ドードー鳥 各務原市鵜沼各務原町

写真 市展賞 29 種田昌史 おいだまさし 山里に暮らす 大垣市長沢町
写真 市長賞 3 宮野公彰 みやのきみあき はにかみやさん 不破郡垂井町
写真 議長賞 51 磯貝和俊 いそがいかずとし 奥大日岳を望む 大垣市東前
写真 教育長賞 72 神戸孝司 かんべたかし 門出 輪之内町里
写真 優秀賞 1 水谷博光 みずたにひろみつ 真夏のお祭り談義 大垣市稲葉西
写真 優秀賞 18 池田繁行 いけだしげゆき 風孕む 大垣市千鳥町
写真 優秀賞 42 北嶋敏和 きたじまとしかず 争奪戦 不破郡垂井町
写真 奨励賞 31 竹氏　寛 たけうじひろし 美術部の祭典 大垣市東町
写真 奨励賞 46 河合　清 かわいきよし 早春の兆し 大垣市新長沢町
写真 奨励賞 62 高木早苗 たかぎさなえ 秋空の海辺に 養老郡養老町
写真 奨励賞 49 大久保金行 おおくぼかねゆき 福を求めて 大垣市静里町
写真 奨励賞 32 馬淵信義 まぶちのぶよし 朝焼け 大垣市林町
写真 奨励賞 59 伊藤日出子 いとうひでこ 王者 養老郡養老町


