
第70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

０００１ 山陽新聞社大賞 三宅 紘一 倉敷市
３２１１ 山陽新聞社賞 漆原 光展 岡山市
３２０８ 岡山県知事賞 小畑 美惠 岡山市
３２３９ 岡山県教育長賞 森兼 髙志 井原市
３０３８ 岡山市長賞 髙木 節男 総社市
３２１３ 県展特別賞 小山 憲雄 浅口市
３１２２ 桃花賞 高橋 正巳 笠岡市
３０９４ 桃花賞 豊福 義一 倉敷市
３２８１ 地域奨励賞 畦崎 賢二 真庭市
３１８１ 県展賞 秋山 愛子 岡山市
１０９０ 県展賞 小野 利公 里庄町
１０８８ 県展賞 片岡 京子 倉敷市
１１０３ 県展賞 隈部 政秀 倉敷市
３２０６ 県展賞 小橋 勝利 瀬戸内市
１０４３ 県展賞 実本 俊幸 岡山市
１０９４ 県展賞 新川 洋子 倉敷市
３０３３ 県展賞 角南 昌彦 倉敷市
３０３９ 県展賞 中地 稔 岡山市
３２５３ 県展賞 土岐 博信 岡山市
３２０９ 県展賞 德山 隆志 岡山市
３２２５ 県展賞 野口 直美 倉敷市
１０９８ 県展賞 野津 裕一 倉敷市
１０８１ 県展賞 橋本 真由子 倉敷市
３１１０ 県展賞 原田 由美子 倉敷市
３０２２ 県展賞 水野 好民 備前市
１０１１ 県展賞 實村 貢 岡山市
３１１２ 奨励賞 石川 眞之 岡山市
３２２４ 奨励賞 江本 恭平 倉敷市
１０４７ 奨励賞 岡﨑 真吾 総社市
３２００ 奨励賞 小川 京子 倉敷市
３２２２ 奨励賞 片山 圭右 井原市
１１２８ 奨励賞 金友 邦子 岡山市
１０４４ 奨励賞 川畑 満明 総社市
３１４１ 奨励賞 橘高 繁福 総社市
３１０４ 奨励賞 高橋 愛子 井原市
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１０８５ 奨励賞 田中 泰生 岡山市
３１２４ 奨励賞 中塚 栄一 倉敷市
３０６９ 奨励賞 中野 武比古 玉野市
３２１７ 奨励賞 花野 ひさし 笠岡市
１０８７ 奨励賞 隼田 光樹 倉敷市
１０２９ 奨励賞 平岡 秀一郎 岡山市
１０９１ 奨励賞 船石 淳子 岡山市
３１９０ 奨励賞 法師山 博 倉敷市
３００７ 奨励賞 堀 紘治 岡山市
１０２８ 奨励賞 松本 美枝子 岡山市
１１００ 奨励賞 桃井 肇郎 倉敷市
１００６ 奨励賞 安井 久 備前市
１１０５ 奨励賞 横田 俊司 岡山市
３１８３ 奨励賞 吉田 昌康 倉敷市
３１９４ 奨励賞 吉野 和恵 浅口市
１０９３ 奨励賞 渡辺 稔 倉敷市
３１６２ 入選 相賀 望弘 玉野市
１１５７ 入選 明楽 俊應 津山市
３２１５ 入選 淺野 圭介 倉敷市
１１１４ 入選 荒木 三朗 岡山市
３１３５ 入選 安藤 通明 倉敷市
１０８２ 入選 伊井 嬢子 倉敷市
３１４４ 入選 池田 滋 岡山市
１０７４ 入選 井桁 陽子 倉敷市
３１１６ 入選 石井 スエ子 岡山市
１１４１ 入選 板野 省吾 岡山市
１０８６ 入選 伊丹 弘吏 岡山市
１０５１ 入選 犬飼 順子 倉敷市
１１４２ 入選 上田 敏子 新見市
１１４３ 入選 上村 実図子 新見市
１１２０ 入選 臼井 和雄 岡山市
１１２２ 入選 臼井 幸子 岡山市
３０７５ 入選 臼井 寛 赤磐市
３０８４ 入選 江原 一彦 岡山市
１１２５ 入選 遠藤 欽也 岡山市
１０７８ 入選 遠藤 幸子 岡山市
１１２９ 入選 遠藤 俊之 備前市
１１３８ 入選 大饗 進 備前市
３０５６ 入選 大倉 静子 玉野市
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３２３５ 入選 大塚 和正 玉野市
１１５３ 入選 大野 勝雄 赤磐市
３１５９ 入選 大村 祐章 岡山市
１１１７ 入選 大森 宗八 岡山市
３１０７ 入選 大森 肇 早島町
３１５６ 入選 岡 祐子 総社市
１１３２ 入選 小川 知廣 倉敷市
１０４０ 入選 奥野 昭雄 岡山市
３２１９ 入選 小田 美佐子 倉敷市
３２３７ 入選 小野 勝美 倉敷市
３２０２ 入選 小畑 衛司 岡山市
３２４８ 入選 小原 丘士 岡山市
３２３４ 入選 小原 宏子 総社市
３１９８ 入選 貝原 直 倉敷市
１００１ 入選 柿本 忠司 備前市
３１９１ 入選 角田 訓也 笠岡市
３１７５ 入選 陰山 亜紀子 倉敷市
３０３５ 入選 景山 正男 岡山市
１１３９ 入選 梶原 出美 岡山市
３１６９ 入選 片岡 多恵子 倉敷市
３０５１ 入選 片山 三行 岡山市
３１４５ 入選 金谷 侃 岡山市
１１３７ 入選 上村 裕子 倉敷市
３１１７ 入選 加門 美昭 玉野市
１０３３ 入選 神﨑 元重 岡山市
３２２９ 入選 香取 幸夫 岡山市
１０７５ 入選 吉川 千鶴子 瀬戸内市
１１２４ 入選 木村 悦郎 倉敷市
３１６３ 入選 木村 光子 岡山市
１１１０ 入選 草谷 明 岡山市
１０６９ 入選 國定 俊洋 岡山市
３２７９ 入選 黒瀬 邦彦 吉備中央町
３１８７ 入選 小出 まゆみ 浅口市
１１５２ 入選 河口 毅 岡山市
１０８９ 入選 小銭 賢一 岡山市
３０５９ 入選 小林 通伸 倉敷市
３０５７ 入選 小松原 文治 岡山市
１１５１ 入選 古谷野 和子 岡山市
１００７ 入選 齋藤 勇 浅口市
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３１５３ 入選 齋藤 貞雄 倉敷市
１０５２ 入選 斎藤 光弘 岡山市
３０５３ 入選 﨑谷 雅夫 井原市
１０３０ 入選 真田 昭 倉敷市
１０２１ 入選 ジェームズ金重 岡山市
３０８９ 入選 塩見 日出夫 岡山市
１０１２ 入選 芝 次昇 岡山市
３２３１ 入選 澁谷 一夫 浅口市
３１４９ 入選 嶋田 豊實 岡山市
３０８６ 入選 清水 洋 笠岡市
３２５６ 入選 白石 祐司 新見市
１０８３ 入選 砂川 恵輔 倉敷市
３１６７ 入選 砂田 幸子 倉敷市
１０１３ 入選 関 勝美 総社市
１１５４ 入選 妹尾 修治 玉野市
３２６４ 入選 園田 武一 玉野市
３２５７ 入選 髙田 紀美子 早島町
１０６６ 入選 高畠 弘次 岡山市
１０７３ 入選 髙原 時子 岡山市
１０２４ 入選 田口 景子 岡山市
３０２０ 入選 只友 妙子 岡山市
１１４６ 入選 田中 繁季 岡山市
３０１５ 入選 田中 繁樹 岡山市
３０９２ 入選 田中 安雄 赤磐市
１０７１ 入選 辻 裕子 岡山市
１０４５ 入選 寺島 恵 岡山市
３１８５ 入選 栂尾 章 岡山市
１１２１ 入選 時岡 治彦 岡山市
３０７７ 入選 内藤 稔 高梁市
１０６１ 入選 中井 勝 赤磐市
１０２３ 入選 中尾 範雅 岡山市
１００５ 入選 中島 義治 和気町
３２２７ 入選 中原 貞子 倉敷市
３２５０ 入選 仁後 昇 倉敷市
１１４７ 入選 西島 和子 浅口市
１１０２ 入選 仁科 一則 倉敷市
３０９６ 入選 西村 毅 高梁市
１０２０ 入選 額田 確 岡山市
３１３４ 入選 延藤 安茂 和気町
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３００６ 入選 延原 聡子 和気町
１０８４ 入選 馬場 琢 倉敷市
１１３１ 入選 原田 昌弘 岡山市
３１７７ 入選 東山 輝子 笠岡市
１１５８ 入選 久本 温子 津山市
３０８８ 入選 平田 幸晴 岡山市
１０９２ 入選 平田 良子 倉敷市
１１４５ 入選 平松 一郎 岡山市
１１１１ 入選 平松 進 岡山市
１００２ 入選 平松 祐司 倉敷市
１１１９ 入選 房宗 友治 岡山市
１０４１ 入選 藤井 康男 岡山市
１１３５ 入選 藤岡 靖之 倉敷市
１１５０ 入選 藤浪 昇 備前市
１１３６ 入選 藤村 宜憲 岡山市
３００２ 入選 藤原 一夫 和気町
１１０４ 入選 藤原 増幸 倉敷市
３０８２ 入選 船越 純介 岡山市
３０７１ 入選 別所 軍記 倉敷市
１０４９ 入選 逸見 宗雄 倉敷市
３１５８ 入選 槇野 博史 岡山市
１１６５ 入選 松浦 志おり 真庭市
１０１４ 入選 松下 和則 岡山市
１１４８ 入選 水田 章 岡山市
３０１２ 入選 水野 三生 備前市
１０９５ 入選 溝手 昌樹 早島町
３０１０ 入選 三谷原 篤 倉敷市
１０７７ 入選 三藤 英之 岡山市
３１４７ 入選 三宅 博実 岡山市
３１２８ 入選 虫明 郁代 岡山市
３１３１ 入選 虫明 正志 岡山市
３１７３ 入選 村上 博昭 笠岡市
１０７６ 入選 村田 正長 倉敷市
１０９６ 入選 桃井 裕子 倉敷市
３１６６ 入選 守谷 勉 倉敷市
１０２５ 入選 森本 浩子 岡山市
１１４０ 入選 森安 宏之 岡山市
１１０７ 入選 矢﨑 勇 岡山市
１１０６ 入選 矢﨑 玉枝 岡山市
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１１０１ 入選 安田 豊治 岡山市
３２４６ 入選 山本 重正 瀬戸内市
３１０５ 入選 横田 雅敏 倉敷市
３１９６ 入選 吉田 洋子 倉敷市
３１８０ 入選 吉原 浩子 岡山市
１１２６ 入選 和気 茂 岡山市
３０９７ 入選 分島 孝 瀬戸内市
１０１６ 入選 渡辺 郁子 岡山市
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