
第70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

００２４ 山陽新聞社大賞 小西 陶藏 備前市
１１１１ 山陽新聞社賞 伊勢﨑 晃一朗 備前市
１００６ 岡山県知事賞 荒木 直子 岡山市
１１４５ 岡山県教育長賞 重松 次壽 津山市
１０７５ 岡山市長賞 豊福 博 和気町
１０８４ 県展特別賞 易 みのり 岡山市
１１５１ 地域奨励賞 奥田 瑞江 津山市
１００９ 県展賞 大賀 節子 岡山市
１０６３ 県展賞 茅野 ありさ 岡山市
１０１２ 県展賞 小山 陽子 瀬戸内市
１０５０ 県展賞 髙見 博 瀬戸内市
１０１６ 県展賞 西山 巖 倉敷市
１０３６ 県展賞 馬場 隆志 備前市
１１０８ 県展賞 宮下 真巳 倉敷市
１１１６ 奨励賞 伊勢崎 陽太郎 備前市
１００２ 奨励賞 木山 昌吾 笠岡市
１０４２ 奨励賞 黒井 博史 瀬戸内市
１０３０ 奨励賞 小家 弘誠 瀬戸内市
１１２５ 奨励賞 斉藤 嘉代子 玉野市
１０７４ 奨励賞 髙原 卓史 瀬戸内市
１１１７ 奨励賞 西山 光則 倉敷市
１１３２ 奨励賞 橋本 勝 真庭市
１０９２ 奨励賞 藤森 寛 岡山市
１０６４ 奨励賞 本行 奎晴 岡山市
１１１２ 奨励賞 宮尾 昌宏 和気町
１０７１ 奨励賞 森本 桂 赤磐市
１０６７ 奨励賞 渡邉 直子 岡山市
１０２６ 入選 赤木 典子 倉敷市
１０８５ 入選 安東 利喜 備前市
１０９７ 入選 伊勢﨑 競 備前市
１０５６ 入選 伊勢﨑 卓 備前市
１０１３ 入選 井上 みゆき 総社市
１０２２ 入選 植田 禮子 倉敷市
１１４０ 入選 江田 雅子 津山市
１０９６ 入選 大岡 孝之 倉敷市
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１０３８ 入選 大嶋 恵美子 倉敷市
１０３７ 入選 大嶋 平 倉敷市
１０７９ 入選 太田 清志 早島町
１１４２ 入選 太田 史朗 津山市
１０１０ 入選 岡 咲江 岡山市
１０１４ 入選 小川 建山 倉敷市
１００１ 入選 小川 春治 岡山市
１０２０ 入選 奥 光司 総社市
１１３７ 入選 小椋 芳之 津山市
１０５５ 入選 小田 久代 倉敷市
１０３３ 入選 栢原 真澄 総社市
１００４ 入選 栗山 宏司 笠岡市
１１４７ 入選 河野 吉雄 津山市
１０５８ 入選 小坂 英子 岡山市
１０６６ 入選 近藤 静子 倉敷市
１１１５ 入選 佐々木 厚子 倉敷市
１００３ 入選 佐々木 次郎 岡山市
１０８８ 入選 佐藤 宏美 早島町
１０５４ 入選 四宮 静枝 倉敷市
１０９１ 入選 柴岡 力 備前市
１０３１ 入選 柴岡 信義 備前市
１０２４ 入選 下間 重男 倉敷市
１０９４ 入選 神宝 一彰 瀬戸内市
１０９０ 入選 鈴木 美基 備前市
１１５０ 入選 須原 幹枝 津山市
１１０４ 入選 洲脇 桂子 倉敷市
１１１０ 入選 高島 聡平 備前市
１１４９ 入選 竹内 眞介 勝央町
１０４５ 入選 唯 正博 岡山市
１１２６ 入選 立脇 清子 倉敷市
１１０３ 入選 田中 多美子 総社市
１１５２ 入選 鳥取 純子 鏡野町
１０４０ 入選 豊島 豊文 和気町
１０７６ 入選 永原 和子 倉敷市
１０１５ 入選 鳴坂 祐三 岡山市
１０５２ 入選 西浜 富子 岡山市
１１３０ 入選 沼本 俊彦 久米南町
１１０９ 入選 乗松 美歩 備前市
１１３６ 入選 八幡 清美 久米南町
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１０３９ 入選 馬場 喜美恵 岡山市
１０１１ 入選 日原 資子 岡山市
１００８ 入選 平井 京子 岡山市
１１２３ 入選 藤澤 和子 赤磐市
１０７８ 入選 藤澤 美勝 岡山市
１０５１ 入選 藤原 喜久代 備前市
１１３８ 入選 本名 一 津山市
１０４３ 入選 増田 廣次 矢掛町
１１２０ 入選 松嶋 弘 備前市
１０３４ 入選 松葉 信志 岡山市
１０２９ 入選 三房 基美 新見市
１１００ 入選 三宅 深雪 岡山市
１１０５ 入選 三宅 容子 倉敷市
１１３５ 入選 宗近 嘉毅 美咲町
１０２８ 入選 村田 澄子 倉敷市
１０６１ 入選 森脇 弘行 岡山市
１０６２ 入選 屋代 剛右 備前市
１０６９ 入選 山田 紀子 倉敷市
１０６５ 入選 横田 泰夫 倉敷市
１０４８ 入選 横山 直樹 備前市
１０７２ 入選 吉井 清治 岡山市
１１２１ 入選 吉長 佑衣 倉敷市
１０８０ 入選 渡辺 華恵 矢掛町
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