
第69回岡山県美術展覧会

第2部　洋画部門　入賞・入選者一覧
作品番号 賞名 出品者名 市町村名
0015 山陽新聞社大賞 北川 直枝 玉野市
1210 山陽新聞社賞 安井 智子 岡山市
1209 山陽新聞社賞 吉尾 梨加 倉敷市
1262 岡山県知事賞 藤原 加奈子 赤磐市
1251 岡山県教育長賞 荻野 絢美 岡山市
1290 岡山市長賞 難波 裕美 鏡野町
1031 県展特別賞 政廣 京子 岡山市
1220 桃花賞 後藤 尚毅 倉敷市
1253 桃花賞 的崎 裕子 岡山市
1277 地域奨励賞 武本 芳雄 津山市
1109 県展賞 井本 一子 岡山市
1130 県展賞 植田 美代子 玉野市
1046 県展賞 上野 留美 岡山市
1053 県展賞 大森 洋之 岡山市
1016 県展賞 木村 祐作 岡山市
1301 県展賞 重松 睦子 津山市
1001 県展賞 白井 和年 岡山市
1036 県展賞 鈴木 啓市 岡山市
1230 県展賞 妹尾 佑介 岡山市
1203 県展賞 世良 良子 玉野市
1199 県展賞 田辺 万里子 倉敷市
1258 県展賞 谷口 洋子 岡山市
1121 県展賞 林 泰雅 岡山市
1188 県展賞 藤原 光 岡山市
1190 県展賞 藤原 博 岡山市
1049 県展賞 三宅 興太郎 井原市
1098 県展賞 三宅 内次 倉敷市
1234 県展賞 矢野 壮一朗 岡山市
1101 奨励賞 伊谷 惠 玉野市
1083 奨励賞 井上 紀久子 倉敷市
1202 奨励賞 海野 裕子 岡山市
1142 奨励賞 大西 美紀子 倉敷市
1119 奨励賞 大森 時夫 倉敷市
1044 奨励賞 岡村 智恵 岡山市
1068 奨励賞 奥田 利勝 瀬戸内市
1078 奨励賞 尾崎 千津恵 浅口市
1183 奨励賞 小野 健司 倉敷市
1270 奨励賞 金谷 顕人 岡山市
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1072 奨励賞 狩野 美智子 倉敷市
1138 奨励賞 亀山 茂 倉敷市
1099 奨励賞 柴田 芳則 玉野市
1045 奨励賞 島田 豊実 岡山市
1008 奨励賞 角南 優 岡山市
1252 奨励賞 妹尾 均 井原市
1005 奨励賞 髙木 洋子 総社市
1013 奨励賞 中務 慶昭 浅口市
1285 奨励賞 平井 眞沙江 津山市
1091 奨励賞 増上 時久 倉敷市
1059 奨励賞 松本 照代 岡山市
1084 奨励賞 三宅 富美子 倉敷市
1182 奨励賞 山下 みのり 岡山市
1069 奨励賞 山本 恵美子 新見市
1095 入選 青木 由江 総社市
1298 入選 赤松 千代香 美作市
1039 入選 赤松 陽子 倉敷市
1118 入選 浅野 義弘 玉野市
1207 入選 阿部 慎也 岡山市
1054 入選 池田 清 総社市
1003 入選 板野 清治 岡山市
1164 入選 今井 尚子 岡山市
1235 入選 今田 勝美 岡山市
1092 入選 今田 千裕 倉敷市
1221 入選 植松 進 倉敷市
1043 入選 鵜川 七星 倉敷市
1238 入選 浮森 千恵 倉敷市
1052 入選 大内 光生 玉野市
1177 入選 大橋 淳男 岡山市
1014 入選 岡 恵美子 岡山市
1268 入選 岡崎 壽子 岡山市
1107 入選 岡本 知之 玉野市
1193 入選 奥田 敏雄 赤磐市
1079 入選 貝原 伊真代 浅口市
1213 入選 貝原 尚明 岡山市
1062 入選 片岡 昭夫 玉野市
1171 入選 片岡 清 岡山市
1120 入選 片岡 恵子 岡山市
1292 入選 加藤 順子 津山市
1137 入選 金澤 茂 高梁市
1129 入選 金谷 春江 岡山市
1073 入選 金児 邦光 里庄町
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1018 入選 金髙 春子 岡山市
1113 入選 亀池 美勝 玉野市
1080 入選 唐澤 みどり 倉敷市
1205 入選 苅田 佐奈穂 赤磐市
1077 入選 河田 冨美子 浅口市
1227 入選 木口 郷史 高梁市
1281 入選 岸本 修 津山市
1015 入選 岸本 仁志 岡山市
1295 入選 北 豊壽 真庭市
1022 入選 木村 誠 倉敷市
1085 入選 桐岡 陽美 倉敷市
1291 入選 國富 さおり 奈義町
1155 入選 久芳 三平 岡山市
1112 入選 久保 勝良 倉敷市
1063 入選 熊澤 早苗 倉敷市
1116 入選 黒崎 京子 岡山市
1217 入選 黒田 浩美 新見市
1286 入選 甲田 博子 津山市
1229 入選 児島 慎太郎 総社市
1027 入選 小寺 健 倉敷市
1020 入選 小寺 次治 笠岡市
1293 入選 小林 恵子 鏡野町
1225 入選 小林 澄子 岡山市
1087 入選 小林 園子 里庄町
1214 入選 小林 直明 瀬戸内市
1153 入選 米谷 直美 岡山市
1081 入選 頃末 加代子 浅口市
1060 入選 坂川 孝雄 倉敷市
1103 入選 佐川 守 玉野市
1283 入選 櫻井 節子 久米南町
1143 入選 佐々木 和子 倉敷市
1278 入選 佐藤 功 津山市
1011 入選 更理 倉敷市
1090 入選 白神 順子 倉敷市
1167 入選 杉原 淑惠 岡山市
1223 入選 住谷 啓子 井原市
1102 入選 妹尾 美里 津山市
1302 入選 妹尾 美智子 美作市
1208 入選 反橋 由美子 倉敷市
1093 入選 田井 宏枝 新見市
1074 入選 髙橋 寛治 倉敷市
1194 入選 髙橋 章治 笠岡市
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1310 入選 髙柳 泰雄 津山市
1151 入選 髙山 禧子 岡山市
1134 入選 竹井 眞知子 総社市
1178 入選 武南 玲子 岡山市
1288 入選 竹久 久美 勝央町
1145 入選 多田 和弘 倉敷市
1094 入選 橘 秀起 倉敷市
1057 入選 田辺 美恵子 井原市
1273 入選 田淵 和義 津山市
1163 入選 玉木 寿子 赤磐市
1041 入選 田村 まみこ 倉敷市
1110 入選 中條 和子 玉野市
1160 入選 千代木 富美子 岡山市
1215 入選 歳森 文男 岡山市
1157 入選 富田 伊智子 岡山市
1266 入選 友次 操 赤磐市
1104 入選 中野 賢一 玉野市
1299 入選 永幡 成明 奈義町
1117 入選 中原 紘 玉野市
1200 入選 永廣 格 浅口市
1148 入選 難波 利行 岡山市
1111 入選 西川 雄平 玉野市
1097 入選 西村 恭子 総社市
1152 入選 西本 ゆり子 岡山市
1311 入選 沼本 啓子 久米南町
1308 入選 濃野 智菜実 津山市
1269 入選 野﨑 美須子 岡山市
1279 入選 野々上 由紀 奈義町
1300 入選 萩原 じゅんこ 西粟倉村
1224 入選 畑山 愛佳 岡山市
1294 入選 八田 鈴子 津山市
1166 入選 浜崎 寿子 岡山市
1047 入選 林 敏昭 岡山市
1125 入選 林 雄三 倉敷市
1173 入選 ＨＡＲＵＭＡＲＵ 岡山市
1289 入選 伴野 星子 真庭市
1280 入選 福島 敏也 津山市
1132 入選 藤井 美恵子 岡山市
1019 入選 藤原 育子 瀬戸内市
1307 入選 藤原 正一 真庭市
1144 入選 藤原 富美子 倉敷市
1108 入選 古川 美惠子 玉野市
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1297 入選 古屋 貴久子 美作市
1206 入選 本荘 陽菜 岡山市
1260 入選 前嶋 陽子 倉敷市
1067 入選 前田 多美子 岡山市
1242 入選 牧 良江 岡山市
1002 入選 増田 房子 岡山市
1086 入選 松尾 雅彦 早島町
1114 入選 松田 孝史 岡山市
1033 入選 松本 喜代子 岡山市
1007 入選 丸山 尚宏 倉敷市
1296 入選 萬代 義弘 津山市
1058 入選 水川 節子 倉敷市
1089 入選 水川 千裕 倉敷市
1105 入選 水田 茂子 玉野市
1147 入選 溝口 博彦 岡山市
1309 入選 皆木 桃華 津山市
1040 入選 三村 清志 岡山市
1106 入選 三宅 健 玉野市
1267 入選 三輪 一登 赤磐市
1264 入選 村上 修一 笠岡市
1076 入選 毛利 光男 新見市
1065 入選 森 澄夫 玉野市
1275 入選 森岡 志帆 津山市
1226 入選 森下 修三 高梁市
1159 入選 森安 洋 岡山市
1287 入選 安井 淑彦 津山市
1274 入選 安井 晴美 津山市
1037 入選 安來 暁子 岡山市
1169 入選 柳 由紀子 岡山市
1025 入選 柳本 一重 笠岡市
1150 入選 山本 一雄 瀬戸内市
1154 入選 山本 滋代 岡山市
1123 入選 渡邉 美知子 矢掛町
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