
第68回岡山県美術展覧会

第3部　工芸部門　入賞・入選者一覧

作品番号 賞名 出品者名 市町村名

００３２ 山陽新聞社大賞 金重 有邦 備前市

１１４４ 山陽新聞社賞 水口 智貴 倉敷市

１０６９ 岡山県知事賞 近藤 正彦 瀬戸内市

１１００ 岡山県教育長賞 山根 陽子 岡山市

１１２４ 岡山市長賞 馬場 隆志 備前市

１１５２ 県展特別賞 重松 次壽 津山市

１０２９ 県展賞 石田 和也 備前市

１０３１ 県展賞 上野 都 岡山市

１１１０ 県展賞 柏内 典子 岡山市

１１３３ 県展賞 片山 空美 井原市

１１３７ 県展賞 加藤 喜代美 赤磐市

１０７６ 県展賞 黒井 博史 瀬戸内市

１０４３ 県展賞 髙倉 縁 倉敷市

１０９４ 県展賞 藤定 杏彩 岡山市

１０３７ 県展賞 三房 基美 新見市

１１３６ 奨励賞 井上 みゆき 総社市

１１０２ 奨励賞 易 みのり 岡山市

１０１０ 奨励賞 木山 昌吾 笠岡市

１１０６ 奨励賞 鈴木 黄弌 備前市

１０５７ 奨励賞 高島 聡平 備前市

１０５０ 奨励賞 髙見 博 瀬戸内市

１０３５ 奨励賞 豊島 豊文 和気町

１０８７ 奨励賞 中谷 友亮 備前市

１０９２ 奨励賞 松嶋 弘 備前市

１０３８ 奨励賞 宮尾 昌宏 和気町

１０６５ 奨励賞 横山 朋子 備前市

１０２３ 奨励賞 横山 直樹 備前市

１０９０ 奨励賞 吉井 清治 岡山市

１０８９ 入選 赤木 典子 倉敷市

１１４３ 入選 安藤 騎虎 備前市

１０４８ 入選 生口 清美 浅口市

１０８８ 入選 石村 有弓 岡山市

１０５８ 入選 伊勢﨑晃一朗 備前市

１１３０ 入選 糸川 帆波 倉敷市

１０６０ 入選 稲毛 聰子 倉敷市

１１５９ 入選 江田 雅子 津山市

１０１１ 入選 大賀 節子 岡山市
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１０２４ 入選 大嶋 恵美子 倉敷市

１０２２ 入選 大嶋 平 倉敷市

１０６８ 入選 太田 清志 早島町

１１５３ 入選 太田 史朗 津山市

１０４２ 入選 大森 健三 岡山市

１０３６ 入選 岡田 泰子 倉敷市

１０９５ 入選 岡安 廣宗 岡山市

１０１９ 入選 小川 春治 岡山市

１０２５ 入選 奥 光司 総社市

１０５２ 入選 奥本 丸味 備前市

１１１２ 入選 木村 知子 倉敷市

１１４２ 入選 國本 美子 倉敷市

１０１３ 入選 栗山 宏司 笠岡市

１０７４ 入選 小泉 美弥子 玉野市

１１１５ 入選 小坂 英子 岡山市

１０２１ 入選 小林 多都哉 赤磐市

１１１４ 入選 小松原章子 倉敷市

１１２１ 入選 小山 真吾 備前市

１０８０ 入選 近藤 静子 倉敷市

１０２０ 入選 斉藤 嘉代子 玉野市

１００７ 入選 坂本 祝道 浅口市

１０３２ 入選 佐藤 宏美 早島町

１０７５ 入選 四宮 静枝 倉敷市

１０４０ 入選 柴岡 信義 備前市

１０４１ 入選 柴岡 守 備前市

１０３０ 入選 柴岡 祐太 備前市

１１０５ 入選 下間 重男 倉敷市

１１１１ 入選 上堂 智子 岡山市

１０１５ 入選 神宝 一彰 瀬戸内市

１１０３ 入選 鈴木 美賀子 赤磐市

１０２８ 入選 須藤 茂幸 玉野市

１０１７ 入選 髙田 紀久子 岡山市

１０４６ 入選 髙田 百合子 倉敷市

１０６２ 入選 髙原 卓史 瀬戸内市

１０８２ 入選 滝澤 孝介 倉敷市

１１２８ 入選 唯 正博 岡山市

１０３９ 入選 立脇 清子 倉敷市

１１５４ 入選 門脇 健夫 真庭市

１１２７ 入選 津田 徹 倉敷市

１０６３ 入選 恒枝 陶玉 倉敷市
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１０７７ 入選 豊福 博 和気町

１１２２ 入選 内藤 千惠子 岡山市

１１３５ 入選 中本 研之 備前市

１０５４ 入選 西浜 富子 岡山市

１１４６ 入選 沼本 俊彦 久米南町

１０９１ 入選 延原 勝志 備前市

１０１２ 入選 橋本 中邨 倉敷市

１０３４ 入選 馬場 喜美恵 岡山市

１１２５ 入選 平岡 伸明 瀬戸内市

１１５６ 入選 藤田 恵子 津山市

１０８６ 入選 藤森 寛 岡山市

１１３９ 入選 細川 敬弘 和気町

１１３８ 入選 前田 海象 笠岡市

１１５１ 入選 政近 昭二 久米南町

１０４５ 入選 松本 賴明 備前市

１０８３ 入選 峰山 隆子 玉野市

１０８１ 入選 宮下 真巳 倉敷市

１１４５ 入選 宗近 嘉毅 美咲町

１１０４ 入選 森 敏彰 備前市

１１６０ 入選 矢野 清和 勝央町

１００４ 入選 山田 紀子 倉敷市

１０９８ 入選 山本 和史 岡山市

１０５６ 入選 龍門 理恵 倉敷市

１１３１ 入選 渡邊 琢磨 和気町
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