
第69回岡山県美術展覧会

第1部　日本画部門　入賞・入選者一覧
作品番号 賞名 出品者名 市町村名

0018 山陽新聞社大賞 玉置 里美 倉敷市
1032 山陽新聞社賞 岡本 徳子 岡山市
1076 岡山県知事賞 守屋 陽子 岡山市
1034 岡山県教育長賞 的場 弘司 赤磐市
1004 岡山市長賞 高津 陽子 里庄町
1067 県展賞 石橋 侑子 岡山市
1093 県展賞 大橋 保子 岡山市
1046 県展賞 土手中 由香里 倉敷市
1030 県展賞 堀川 節子 岡山市
1020 県展賞 三宅 妙子 玉野市
1078 県展賞 山口 幹男 瀬戸内市
1054 奨励賞 小郷 小夜子 早島町
1055 奨励賞 更井 紀子 岡山市
1096 奨励賞 高務 眞佐子 津山市
1062 奨励賞 仁科 幸雄 岡山市
1083 奨励賞 藤明 三四子 赤磐市
1043 奨励賞 山崎 澄子 新見市
1050 奨励賞 山田 浩子 岡山市
1041 入選 秋岡 朝子 倉敷市
1063 入選 秋山 初恵 岡山市
1022 入選 敦田 澄男 玉野市
1038 入選 池元 津喜美 倉敷市
1059 入選 和泉 俟子 玉野市
1057 入選 浮田 慶子 岡山市
1039 入選 内田 啓子 倉敷市
1029 入選 太田 祐子 岡山市
1073 入選 大村 八重子 岡山市
1002 入選 岡 悦子 岡山市
1075 入選 岡本 恵子 岡山市
1023 入選 小川 悟美 玉野市
1070 入選 尾上 真由 岡山市
1015 入選 梶藤 繁美 備前市
1069 入選 軽部 明美 岡山市
1074 入選 川崎 久惠 井原市
1027 入選 木邑 道夫 倉敷市
1060 入選 国定 信子 岡山市

1/2



1031 入選 近藤 清香 津山市
1090 入選 澤見 照美 岡山市
1026 入選 瀬浪 佳世子 岡山市
1016 入選 妹尾 富美恵 井原市
1010 入選 千田 廸子 岡山市
1077 入選 高取 笑美子 備前市
1097 入選 髙橋 弘子 津山市
1053 入選 谷川 登美 岡山市
1025 入選 田村 順二 岡山市
1094 入選 冨坂 裕子 岡山市
1006 入選 中田 紘一 岡山市
1037 入選 中村 登 倉敷市
1084 入選 名取 秀子 倉敷市
1079 入選 西牧 啓作 倉敷市
1011 入選 平尾 教人 岡山市
1045 入選 平松 美江 高梁市
1101 入選 福見 容子 津山市
1036 入選 藤井 和子 倉敷市
1068 入選 藤原 弘文 岡山市
1008 入選 間嶋 郁子 赤磐市
1061 入選 松田 くみ子 瀬戸内市
1081 入選 松田 裕美 倉敷市
1056 入選 松本 義平 岡山市
1051 入選 村本 毅 岡山市
1028 入選 森田 由理 岡山市
1082 入選 森分 美鈴 倉敷市
1095 入選 矢内 早由紀 鏡野町
1098 入選 矢野 律 津山市
1058 入選 吉田 昭子 岡山市
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