
第70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

００１９ 山陽新聞社大賞 稲岡 篤 真庭市
１０５３ 山陽新聞社賞 岡本 徳子 岡山市
１０４８ 岡山県知事賞 的場 弘司 赤磐市
１００４ 岡山県教育長賞 中田 紘一 岡山市
１０６４ 岡山市長賞 和泉 俟子 玉野市
１０９６ 地域奨励賞 矢内 早由紀 鏡野町
１０２０ 県展賞 岡本 幸恵 倉敷市
１００６ 県展賞 高津 陽子 里庄町
１０６２ 県展賞 福島 博子 岡山市
１０８９ 県展賞 松田 裕美 倉敷市
１０１０ 奨励賞 髙取 笑美子 備前市
１０１５ 奨励賞 春名 郁夫 岡山市
１０７８ 奨励賞 藤明 三四子 赤磐市
１０５６ 奨励賞 堀川 節子 岡山市
１０６８ 奨励賞 松田 くみ子 瀬戸内市
１０３６ 奨励賞 森分 美鈴 倉敷市
１０７０ 入選 秋山 初恵 岡山市
１０２６ 入選 敦田 澄男 玉野市
１０３２ 入選 池元 津喜美 倉敷市
１０７３ 入選 砂川 かおり 和気町
１０７２ 入選 石橋 侑子 岡山市
１０２３ 入選 植畠 曉 玉野市
１０６１ 入選 浮田 慶子 岡山市
１０４５ 入選 大村 八重子 岡山市
１０７７ 入選 岡 悦子 岡山市
１０１３ 入選 岡本 恵子 岡山市
１０１６ 入選 小川 桂瑞美 岡山市
１０２５ 入選 小川 悟美 玉野市
１０３４ 入選 小郷 小夜子 早島町
１０５１ 入選 尾上 真由 岡山市
１０２１ 入選 軽部 明美 岡山市
１０８１ 入選 河田 友恭 井原市
１０３８ 入選 木口 惠美子 倉敷市
１０５４ 入選 木邑 道夫 倉敷市
１０６５ 入選 国定 信子 岡山市
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１０２９ 入選 定金 百合子 倉敷市
１００１ 入選 佐藤 あつ子 岡山市
１０３３ 入選 佐藤 理 倉敷市
１０３５ 入選 佐藤 睦子 倉敷市
１０７５ 入選 更井 紀子 岡山市
１０８５ 入選 澤見 照美 岡山市
１０８２ 入選 妹尾 富美恵 井原市
１００８ 入選 千田 廸子 岡山市
１０６３ 入選 谷川 登美 岡山市
１０５５ 入選 田村 順二 岡山市
１０５９ 入選 中野 孝子 備前市
１０３０ 入選 中村 登 倉敷市
１０１１ 入選 仁科 幸雄 岡山市
１０９０ 入選 西牧 啓作 倉敷市
１００２ 入選 野田 ちか子 岡山市
１０９２ 入選 福見 容子 津山市
１０８７ 入選 藤原 弘文 岡山市
１０８４ 入選 間嶋 郁子 赤磐市
１００３ 入選 峰山 茉弓 矢掛町
１０２４ 入選 三宅 妙子 玉野市
１０１７ 入選 守屋 陽子 岡山市
１０９５ 入選 矢野 律 津山市
１０４６ 入選 矢吹 幸子 岡山市
１０５０ 入選 山口 幹男 瀬戸内市
１０４２ 入選 山崎 澄子 新見市
１０６７ 入選 山田 浩子 岡山市
１０６６ 入選 行吉 香代 岡山市
１０６９ 入選 吉田 昭子 岡山市
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