
第69回岡山県美術展覧会

第5部　写真部門　入賞・入選者一覧
作品番号 賞名 出品者名 市町村名

0011 山陽新聞社大賞 山川 公邇 岡山市
1116 山陽新聞社賞 伊井 嬢子 倉敷市
1126 岡山県知事賞 仁科 一則 倉敷市
3183 岡山県教育長賞 安田 豊治 岡山市
3257 岡山市長賞 渡辺 稔 倉敷市
3086 県展特別賞 松本 美枝子 岡山市
3144 桃花賞 木村 光子 岡山市
1067 桃花賞 髙原 時子 岡山市
1129 県展賞 荒木 三朗 岡山市
3075 県展賞 臼井 寛 赤磐市
3193 県展賞 江本 恭平 倉敷市
3139 県展賞 大村 祐章 岡山市
3223 県展賞 陰山 亜紀子 倉敷市
3231 県展賞 片山 操 倉敷市
3046 県展賞 片山 三行 岡山市
3015 県展賞 塩見 日出夫 岡山市
3051 県展賞 角南 昌彦 倉敷市
1032 県展賞 関 勝美 総社市
3208 県展賞 栂尾 章 岡山市
3217 県展賞 德山 隆志 岡山市
1103 県展賞 馬場 琢 倉敷市
3201 県展賞 原田 昌弘 岡山市
3062 県展賞 虫明 郁代 岡山市
3056 県展賞 虫明 正志 岡山市
3233 県展賞 森兼 髙志 井原市
3209 県展賞 守谷 勉 倉敷市
1113 県展賞 渡辺 悦宏 笠岡市
3266 奨励賞 安藤 通明 倉敷市
1075 奨励賞 伊丹 弘吏 岡山市
3154 奨励賞 小畑 衛司 岡山市
3268 奨励賞 小原 丘士 岡山市
3155 奨励賞 角田 訓也 笠岡市
1101 奨励賞 片山 圭右 井原市
3071 奨励賞 金谷 侃 岡山市
1043 奨励賞 川上 隆弘 井原市
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1102 奨励賞 北川 隆司 総社市
3273 奨励賞 橘高 繁福 総社市
3252 奨励賞 後藤 尚 総社市
1094 奨励賞 古谷野 和子 岡山市
3197 奨励賞 小山 憲雄 浅口市
3007 奨励賞 真田 昭 倉敷市
3163 奨励賞 嶋田 豊實 岡山市
3005 奨励賞 髙木 節男 総社市
1161 奨励賞 髙山 正三 倉敷市
3279 奨励賞 髙山 弥寿雄 岡山市
3082 奨励賞 豊福 義一 倉敷市
1120 奨励賞 橋本 真由子 倉敷市
3205 奨励賞 花野 ひさし 笠岡市
1108 奨励賞 光畑 博 倉敷市
1110 奨励賞 村上 博昭 笠岡市
3212 奨励賞 村田 正長 倉敷市
1121 奨励賞 桃井 裕子 倉敷市
3182 奨励賞 吉田 昌康 倉敷市
3070 奨励賞 渡辺 郁子 岡山市
3169 入選 青木 一太 岡山市
3236 入選 秋山 愛子 岡山市
3188 入選 淺野 圭介 倉敷市
1095 入選 荒川 茂正 浅口市
3090 入選 池田 滋 岡山市
3115 入選 石井 スエ子 岡山市
3117 入選 石川 眞之 岡山市
1057 入選 井関 収一 倉敷市
1164 入選 板野 省吾 岡山市
3129 入選 臼井 和雄 岡山市
3185 入選 漆原 光展 岡山市
1099 入選 遠藤 欽也 岡山市
3200 入選 遠藤 俊之 備前市
1010 入選 大河 洋江 倉敷市
1073 入選 大倉 静子 玉野市
1142 入選 大西 泰弘 岡山市
1064 入選 大森 宗八 岡山市
3109 入選 岡 祐子 総社市
3214 入選 小川 京子 倉敷市
3204 入選 小川 知廣 岡山市
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1031 入選 小倉 護 岡山市
3219 入選 小田 美佐子 倉敷市
3157 入選 小畑 美惠 岡山市
3146 入選 小原 宏子 総社市
1117 入選 貝原 愼一 倉敷市
1106 入選 貝原 直 倉敷市
3097 入選 景山 正男 岡山市
3133 入選 笠井 秀和 瀬戸内市
3222 入選 片岡 多恵子 倉敷市
1150 入選 金友 邦子 岡山市
3256 入選 川上 忠昭 岡山市
1051 入選 河野 義弘 岡山市
1036 入選 川畑 満明 総社市
1153 入選 神﨑 元重 岡山市
1063 入選 岸本 始 岡山市
3131 入選 木村 悦郎 倉敷市
3113 入選 木村 伸一 岡山市
1007 入選 草村 秀次 新見市
3091 入選 黒住 憲治 岡山市
3088 入選 黒住 洋子 岡山市
3161 入選 小出 まゆみ 浅口市
1137 入選 河口 毅 岡山市
1119 入選 香本 博 玉野市
1080 入選 小銭 賢一 岡山市
3238 入選 小橋 勝利 瀬戸内市
3050 入選 小林 通伸 倉敷市
3080 入選 小松原 文治 岡山市
1183 入選 小割 順理 真庭市
1011 入選 齋藤 勇 浅口市
3260 入選 齋藤 貞雄 倉敷市
1017 入選 斎藤 光弘 岡山市
1018 入選 坂本 彰司 岡山市
1040 入選 桜井 賀子 岡山市
3142 入選 実本 俊幸 岡山市
1083 入選 ジェームズ金重 岡山市
3276 入選 柴田 和郎 岡山市
1049 入選 清水 春一 備前市
1047 入選 清水 洋 笠岡市
1097 入選 下妻 政直 総社市
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1172 入選 下山 桂市 浅口市
3028 入選 白﨑 初代 岡山市
1114 入選 新川 洋子 倉敷市
3239 入選 砂田 幸子 倉敷市
1034 入選 関 愛子 総社市
1030 入選 関 花子 総社市
3057 入選 世古 道也 和気町
1037 入選 瀬島 義正 岡山市
1132 入選 妹尾 修治 玉野市
3120 入選 園田 武一 玉野市
3066 入選 髙口 利文 岡山市
3135 入選 高橋 正巳 笠岡市
3189 入選 髙見 卓男 倉敷市
3226 入選 髙見 靖子 倉敷市
1139 入選 田口 景子 岡山市
1048 入選 武田 好男 岡山市
3026 入選 只友 妙子 岡山市
3263 入選 立川 崇一朗 岡山市
1003 入選 田中 繁樹 岡山市
1052 入選 田中 繁季 岡山市
3248 入選 田中 敏孝 岡山市
1170 入選 田中 泰生 岡山市
3271 入選 田中 安雄 赤磐市
1177 入選 田原 みわ 新見市
1131 入選 田丸 ヨネミ 矢掛町
1109 入選 鶴見 尚和 高梁市
1035 入選 道城 謙治 岡山市
3171 入選 戸田 直子 赤磐市
1066 入選 中井 勝 赤磐市
1027 入選 中尾 範雅 岡山市
3124 入選 中野 武比古 玉野市
1123 入選 中原 貞子 倉敷市
3278 入選 難波 あゆみ 岡山市
3121 入選 南里 嘉津子 岡山市
3047 入選 仁後 昇 倉敷市
1162 入選 西島 和子 浅口市
1025 入選 西平 亥佐穂 倉敷市
3127 入選 西村 毅 高梁市
1149 入選 野口 直美 倉敷市
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3195 入選 野津 裕一 倉敷市
3043 入選 延藤 安茂 和気町
1028 入選 延原 聡子 和気町
3002 入選 畑 義則 新見市
1124 入選 花房 泰志 浅口市
3270 入選 林 作治 早島町
1111 入選 隼田 光樹 倉敷市
3192 入選 東山 輝子 笠岡市
1180 入選 久本 温子 津山市
3177 入選 平垣 日出男 倉敷市
3151 入選 平田 幸晴 岡山市
1107 入選 平田 良子 倉敷市
1138 入選 平松 一郎 岡山市
1076 入選 福島 一郎 岡山市
1151 入選 福嶋 寛之 倉敷市
1055 入選 福田 博司 岡山市
1054 入選 房宗 友治 岡山市
1086 入選 藤井 美鈴 岡山市
1085 入選 藤岡 靖之 倉敷市
1167 入選 藤田 大作 瀬戸内市
3099 入選 伏見 朋康 岡山市
1115 入選 藤原 夏子 岡山市
1078 入選 藤原 増幸 倉敷市
1122 入選 船石 淳子 岡山市
3083 入選 船越 純介 岡山市
1014 入選 古野 勝志 和気町
3036 入選 別所 軍記 倉敷市
3173 入選 法師山 博 倉敷市
1104 入選 牧野 嘉弘 岡山市
1096 入選 松田 英雄 岡山市
3103 入選 水野 三生 備前市
3108 入選 水野 好民 備前市
3230 入選 溝手 昌樹 早島町
3021 入選 三谷原 篤 倉敷市
1125 入選 光畑 孝子 倉敷市
1112 入選 三藤 英之 岡山市
1141 入選 實村 貢 岡山市
1088 入選 三宅 博実 岡山市
3242 入選 桃井 肇郎 倉敷市
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1060 入選 森 仁美 玉野市
1160 入選 守屋 詔二 倉敷市
1154 入選 矢﨑 勇 岡山市
3167 入選 柳田 愛子 里庄町
1023 入選 山下 正弘 倉敷市
1158 入選 山下 好子 備前市
1166 入選 山中 勝年 岡山市
1082 入選 山根 邦彦 新見市
1020 入選 湯浅 誼 岡山市
1128 入選 横田 俊司 岡山市
3126 入選 横田 雅敏 倉敷市
3227 入選 吉田 洋子 倉敷市
3180 入選 吉野 和恵 浅口市
3147 入選 和氣 茂 岡山市
3064 入選 分島 孝 瀬戸内市
1070 入選 渡辺 直 岡山市
1182 入選 渡辺 正則 真庭市
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