
第70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
００２７ 山陽新聞社大賞 宮澤 悟 倉敷市
１２８９ 山陽新聞社賞 金谷 顕人 岡山市
１１４５ 山陽新聞社賞 村上 源志 岡山市
１０５６ 岡山県知事賞 小野 健司 倉敷市
１０２１ 岡山県教育長賞 木村 展山 岡山市
１１０３ 岡山市長賞 狩野 美智子 倉敷市
１０２４ 県展特別賞 木村 祐作 岡山市
１１６５ 桃花賞 貝原 尚明 岡山市
１０１８ 桃花賞 安友 玲子 和気町
１３１５ 地域奨励賞 重松 睦子 津山市
１１６３ 県展賞 井本 一子 岡山市
１１１３ 県展賞 上野 留美 岡山市
１０１０ 県展賞 岡 恵美子 岡山市
１１７２ 県展賞 尾﨑 千津恵 浅口市
１３０５ 県展賞 岸本 修 津山市
１２７７ 県展賞 児島 慎太郎 総社市
１１４８ 県展賞 後藤 杏 岡山市
１２５３ 県展賞 濟川 紫香 倉敷市
１２７０ 県展賞 妹尾 均 井原市
１０９９ 県展賞 世良 良子 玉野市
１１７５ 県展賞 野村 修司 倉敷市
１２５７ 県展賞 濱田 将輝 岡山市
１１１４ 県展賞 緋田 哲 玉野市
１２８８ 県展賞 藤原 加奈子 赤磐市
１１７０ 県展賞 増上 時久 倉敷市
１０７１ 県展賞 松本 照代 岡山市
１２７５ 県展賞 松本 真里奈 岡山市
１０５９ 県展賞 三宅 興太郎 井原市
１０１４ 県展賞 吉尾 梨加 倉敷市
１２９３ 奨励賞 赤松 千代香 美作市
１１８６ 奨励賞 井上 紀久子 倉敷市
１１７７ 奨励賞 井上 陽三 倉敷市
１０４４ 奨励賞 大橋 淳男 岡山市
１１００ 奨励賞 奥田 利勝 瀬戸内市
１２２７ 奨励賞 小野 元 倉敷市
１１６４ 奨励賞 金谷 春江 岡山市
１２６４ 奨励賞 金坂 穂乃華 岡山市
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１１３６ 奨励賞 亀山 茂 倉敷市
１２６２ 奨励賞 菅﨑 千裕 岡山市
１１６９ 奨励賞 桐岡 陽美 倉敷市
１１４２ 奨励賞 佐藤 嵩幸 玉野市
１２７１ 奨励賞 須藤 克明 和気町
１０８７ 奨励賞 中野 賢一 玉野市
１３２５ 奨励賞 萩原 じゅんこ 西粟倉村
１２０３ 奨励賞 浜崎 寿子 岡山市
１１４０ 奨励賞 福永 佳重 岡山市
１１６２ 奨励賞 藤井 美恵子 岡山市
１２４０ 奨励賞 藤澤 雅也 岡山市
１２７２ 奨励賞 藤原 光 岡山市
１０５８ 奨励賞 溝口 博彦 岡山市
１１６８ 奨励賞 三宅 富美子 倉敷市
１２００ 奨励賞 森安 洋 岡山市
１１８１ 入選 青木 由江 総社市
１２４９ 入選 青葉 堅 倉敷市
１０５０ 入選 赤松 香壽枝 岡山市
１２６９ 入選 浅野 よしえ 岡山市
１０８５ 入選 浅野 義弘 玉野市
１０７８ 入選 池田 澄子 倉敷市
１２３２ 入選 石井 里実 倉敷市
１２５９ 入選 石井 尋子 玉野市
１１１１ 入選 石田 安親 瀬戸内市
１１２７ 入選 板谷 春奈 倉敷市
１０７５ 入選 伊谷 惠 玉野市
１００６ 入選 板野 清治 岡山市
１２５２ 入選 稲生 豊 倉敷市
１２４４ 入選 今田 勝美 岡山市
１１１２ 入選 植田 美代子 玉野市
１２９２ 入選 浮森 千恵 倉敷市
１１２２ 入選 遠藤 繁子 岡山市
１０４２ 入選 大塚 次彦 倉敷市
１０９４ 入選 大西 美紀子 倉敷市
１０８２ 入選 大森 時夫 倉敷市
１１９２ 入選 岡 哲郎 倉敷市
１２８２ 入選 岡崎 壽子 岡山市
１０８６ 入選 岡本 知之 玉野市
１２３５ 入選 荻野 絢美 岡山市
１０６９ 入選 奥田 崇視 岡山市
１１１５ 入選 奥田 敏雄 赤磐市
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１２８４ 入選 奥山 矩美子 岡山市
１３１８ 入選 神楽谷 津山市
１０４０ 入選 片岡 昭夫 玉野市
１１３８ 入選 金澤 茂 高梁市
１０７２ 入選 金髙 春子 岡山市
１０８９ 入選 亀池 美勝 玉野市
１１７３ 入選 河田 冨美子 浅口市
１０９０ 入選 川原 京子 玉野市
１０７３ 入選 木口 郷史 高梁市
１２１６ 入選 岸本 仁志 岡山市
１２９８ 入選 北 豊壽 真庭市
１２２５ 入選 北畠 育子 倉敷市
１１２８ 入選 木村 誠 倉敷市
１３０７ 入選 國富 さおり 奈義町
１１３１ 入選 黒川 滋子 総社市
１２７８ 入選 黒田 浩美 新見市
１０６３ 入選 小寺 次治 笠岡市
１２５５ 入選 後藤 尚毅 倉敷市
１２３０ 入選 後藤 美智子 岡山市
１３１６ 入選 小林 恵子 鏡野町
１０４９ 入選 小林 直明 瀬戸内市
１１６６ 入選 米谷 直美 岡山市
１１７８ 入選 頃末 加代子 浅口市
１０８８ 入選 近藤 和子 玉野市
１１２３ 入選 近藤 誠人 岡山市
１０６４ 入選 坂川 孝雄 倉敷市
１２６０ 入選 坂口 裕子 赤磐市
１２１２ 入選 サダヒラ チカフミ 岡山市
１３０６ 入選 佐藤 功 津山市
１１１６ 入選 佐藤 忠夫 倉敷市
１２１５ 入選 佐藤 信幸 岡山市
１２６１ 入選 鹿村 あや 岡山市
１０８３ 入選 柴田 芳則 玉野市
１００１ 入選 白井 和年 岡山市
１１６１ 入選 杉原 淑恵 岡山市
１１５６ 入選 須々木 彬 岡山市
１０７０ 入選 鈴木 啓市 岡山市
１２３６ 入選 住谷 啓子 井原市
１２０４ 入選 関﨑 亜子 岡山市
１３２２ 入選 妹尾 美智子 美作市
１２２４ 入選 妹尾 佑介 岡山市
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１２２２ 入選 反橋 由美子 倉敷市
１１９１ 入選 田井 宏枝 新見市
１１５４ 入選 髙橋 章治 笠岡市
１３１３ 入選 髙山 明子 美作市
１２０５ 入選 髙山 禧子 岡山市
１１３４ 入選 武南 玲子 岡山市
１３２３ 入選 竹久 久美 勝央町
１１３３ 入選 武本 賢治 岡山市
１２０７ 入選 武本 慎一郎 岡山市
１２６８ 入選 田中 ＭＡＮ 倉敷市
１０３７ 入選 田中 都子 岡山市
１０３４ 入選 田辺 恭子 倉敷市
１０４６ 入選 田辺 美恵子 井原市
１１３７ 入選 ダニエル・ソーレンソン 岡山市
１１９５ 入選 谷口 洋子 岡山市
１１４１ 入選 田房 花梨 岡山市
１３０８ 入選 田淵 和義 津山市
１１８４ 入選 田村 まみこ 倉敷市
１１５１ 入選 力石 輝明 岡山市
１０７９ 入選 中條 和子 玉野市
１２０２ 入選 千代木 富美子 岡山市
１０６１ 入選 綱澤 須美惠 倉敷市
１２２６ 入選 坪井 要 岡山市
１１２０ 入選 坪井 清子 総社市
１０１５ 入選 出口 俊夫 倉敷市
１２５０ 入選 富田 伊智子 岡山市
１２８５ 入選 友次 操 赤磐市
１２８７ 入選 長瀨 佳子 岡山市
１３２７ 入選 中田 孝幸 新見市
１００９ 入選 中務 慶昭 浅口市
１１７９ 入選 中 順子 倉敷市
１１５０ 入選 永原 千秋 倉敷市
１０８１ 入選 中原 紘 玉野市
１０３２ 入選 永廣 格 浅口市
１３１２ 入選 難波 裕美 鏡野町
１２８３ 入選 西山 良子 倉敷市
１３０９ 入選 沼本 啓子 久米南町
１２０１ 入選 野﨑 美須子 岡山市
１３２１ 入選 野々上 由紀 奈義町
１３０３ 入選 八田 鈴子 津山市
１１９７ 入選 林 敏昭 岡山市
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１０６０ 入選 林 泰雅 岡山市
１１２１ 入選 林 雄三 倉敷市
１１３２ 入選 ＨＡＲＵＭＡＲＵ 岡山市
１３１０ 入選 平井 眞沙江 津山市
１１５８ 入選 平島 利彦 赤磐市
１２５８ 入選 福尾 明香里 笠岡市
１３１１ 入選 福島 敏也 津山市
１１２６ 入選 藤本 博一 岡山市
１０２３ 入選 藤原 育子 瀬戸内市
１１０９ 入選 藤原 貴代子 総社市
１３１９ 入選 藤原 正一 真庭市
１２３９ 入選 藤原 富美子 倉敷市
１０７７ 入選 古川 美惠子 玉野市
１３２４ 入選 古屋 貴久子 美作市
１２２１ 入選 前嶋 陽子 倉敷市
１０９１ 入選 前田 多美子 岡山市
１０４８ 入選 政廣 京子 岡山市
１０２８ 入選 増田 房子 岡山市
１１７６ 入選 松尾 雅彦 早島町
１２５４ 入選 松田 和子 岡山市
１２２３ 入選 松田 孝史 岡山市
１２７９ 入選 的崎 裕子 岡山市
１０５２ 入選 丸山 尚宏 倉敷市
１２４３ 入選 水川 節子 倉敷市
１０８４ 入選 水田 茂子 玉野市
１２９５ 入選 皆木 桃華 津山市
１０４３ 入選 三村 清志 岡山市
１１８７ 入選 三宅 内次 倉敷市
１２７３ 入選 三輪 一登 赤磐市
１１５７ 入選 村上 修一 笠岡市
１１７１ 入選 毛利 光男 新見市
１２６３ 入選 元田 知里 岡山市
１０６７ 入選 森 澄夫 玉野市
１０６２ 入選 森下 修三 高梁市
１０３０ 入選 盛武 くに江 倉敷市
１０３８ 入選 安井 智子 岡山市
１３００ 入選 安井 晴美 津山市
１０６８ 入選 安來 暁子 岡山市
１３０２ 入選 矢内 博 鏡野町
１２１１ 入選 柳 由紀子 岡山市
１０５３ 入選 柳本 一重 笠岡市
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１２５６ 入選 矢野 壮一朗 岡山市
１２１３ 入選 山田 真理子 玉野市
１１９６ 入選 山本 一雄 瀬戸内市
１２０６ 入選 山本 滋代 岡山市
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