
第69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

0015 山陽新聞社大賞 藤川 建然 倉敷市
1127 山陽新聞社賞 伊勢﨑 競 備前市
1157 岡山県知事賞 奥田 瑞江 津山市
1074 岡山県教育長賞 近藤 正彦 瀬戸内市
1023 岡山市長賞 伊勢﨑 晃一朗 備前市
1081 県展特別賞 滝澤 孝介 倉敷市
1158 地域奨励賞 鳥取 純子 鏡野町
1048 県展賞 生口 清美 浅口市
1001 県展賞 木山 昌吾 笠岡市
1124 県展賞 黒井 博史 瀬戸内市
1016 県展賞 坂本 祝道 浅口市
1062 県展賞 鈴木 千惠 岡山市
1088 県展賞 松嶋 弘 備前市
1119 県展賞 水口 智貴 倉敷市
1082 県展賞 宮下 真巳 倉敷市
1019 奨励賞 石川 泰二郎 備前市
1135 奨励賞 石村 有弓 岡山市
1029 奨励賞 上野 都 岡山市
1146 奨励賞 太田 史朗 津山市
1064 奨励賞 佐々木 恵子 岡山市
1031 奨励賞 下間 重男 倉敷市
1004 奨励賞 神宝 一彰 瀬戸内市
1129 奨励賞 鈴木 黄弌 備前市
1156 奨励賞 須原 幹枝 津山市
1133 奨励賞 髙原 卓史 瀬戸内市
1017 奨励賞 鳴坂 祐三 岡山市
1132 奨励賞 森本 桂 赤磐市
1014 奨励賞 吉井 清治 岡山市
1042 奨励賞 渡邊 麻友子 倉敷市
1128 入選 天沼 徹 総社市
1090 入選 安東 利喜 備前市
1025 入選 稲毛 聰子 倉敷市
1076 入選 入江 恒旨 瀬戸内市
1089 入選 易 みのり 岡山市
1061 入選 大賀 節子 岡山市
1044 入選 大嶋 恵美子 倉敷市
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1032 入選 大森 健三 岡山市
1059 入選 大森 宏明 備前市
1050 入選 岡 咲江 岡山市
1034 入選 岡田 泰子 倉敷市
1068 入選 奥 光司 総社市
1143 入選 門脇 健夫 真庭市
1002 入選 栗山 宏司 笠岡市
1037 入選 小坂 英子 岡山市
1105 入選 小橋 俊允 備前市
1085 入選 小松原 章子 倉敷市
1078 入選 小山 真吾 備前市
1067 入選 近藤 静子 倉敷市
1107 入選 齋藤 香織 備前市
1024 入選 斉藤 嘉代子 玉野市
1097 入選 佐藤 宏美 早島町
1065 入選 澤山 晶子 岡山市
1145 入選 重松 次壽 津山市
1035 入選 柴岡 信義 備前市
1038 入選 柴岡 守 備前市
1036 入選 柴岡 祐太 備前市
1072 入選 下村 幸郎 倉敷市
1116 入選 鈴木 美賀子 赤磐市
1130 入選 鈴木 美基 備前市
1022 入選 高島 聡平 備前市
1139 入選 高務 瑛子 津山市
1052 入選 髙見 博 瀬戸内市
1152 入選 竹内 眞介 勝央町
1151 入選 武本 正博 津山市
1070 入選 唯 正博 岡山市
1095 入選 津田 徹 倉敷市
1005 入選 恒枝 陶玉 倉敷市
1114 入選 田計 珠実 赤磐市
1066 入選 友次 誠 赤磐市
1126 入選 豊福 博 和気町
1104 入選 内藤 千惠子 岡山市
1087 入選 中谷 友亮 備前市
1086 入選 中本 研之 備前市
1039 入選 西浜 富子 岡山市
1141 入選 沼本 俊彦 久米南町
1030 入選 乗松 美歩 備前市
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1150 入選 橋本 勝 真庭市
1142 入選 八幡 清美 久米南町
1103 入選 平岡 伸明 瀬戸内市
1077 入選 藤田 茂 倉敷市
1084 入選 藤森 寛 岡山市
1056 入選 藤原 喜久代 備前市
1012 入選 別府 慶子 岡山市
1028 入選 細川 敬弘 和気町
1083 入選 堀江 政臣 備前市
1099 入選 増田 廣次 矢掛町
1006 入選 松葉 信志 岡山市
1125 入選 松本 優作 瀬戸内市
1033 入選 松本 賴明 備前市
1096 入選 三房 基美 新見市
1123 入選 宮尾 昌宏 和気町
1041 入選 三宅 深雪 岡山市
1026 入選 村田 澄子 倉敷市
1109 入選 森 敏彰 備前市
1094 入選 屋代 剛右 備前市
1148 入選 矢野 清和 勝央町
1054 入選 山根 陽子 岡山市
1149 入選 山根 義秋 真庭市
1120 入選 横田 泰夫 倉敷市
1003 入選 横山 朋子 備前市
1045 入選 吉延 真一 備前市
1154 入選 渡辺 洋美 美咲町
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