
第73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

0028 山陽新聞社大賞 岩本　哲也 備前市

1090 山陽新聞社賞 張　慶南 倉敷市

1077 岡山県知事賞 茅野　ありさ 備前市

1072 岡山県教育長賞 豊福　博 和気町

1098 岡山市長賞 矢野　清和 勝央町

1007 県展特別賞 大賀　節子 岡山市

1101 地域奨励賞 重松　次壽 津山市

1063 県展賞 石村　有弓 岡山市

1078 県展賞 板野　尚美 倉敷市

1042 県展賞 黒井　博史 瀬戸内市

1045 県展賞 小山　陽子 瀬戸内市

1032 県展賞 宮尾　昌宏 和気町

1046 奨励賞 小川　達山 倉敷市

1041 奨励賞 奥　光司 総社市

1003 奨励賞 木山　昌吾 笠岡市

1005 奨励賞 小塚　弘誠 瀬戸内市

1043 奨励賞 佐藤　博恵 岡山市

1066 奨励賞 上堂　智子 岡山市

1024 奨励賞 鈴木　千惠 岡山市

1061 奨励賞 前田　海象 笠岡市

1016 入選 穐山　唱司 倉敷市

1030 入選 荒木　直子 岡山市

1027 入選 安東　利喜 備前市

1036 入選 今田　啓子 岡山市

1075 入選 易　みのり 岡山市

1104 入選 江田　雅子 津山市

1093 入選 太田　史朗 津山市

1067 入選 岡　咲江 岡山市

1079 入選 岡野　陽子 岡山市

1009 入選 小川　春治 岡山市

1039 入選 金重　充宏 備前市

1018 入選 木村　潤子 備前市

1035 入選 葛原　新治 総社市

1106 入選 河野　吉雄 津山市

1017 入選 小坂　英子 岡山市

1092 入選 小竹　久志 津山市

1025 入選 小松原　章子 倉敷市

1021 入選 小山　真吾 備前市

1064 入選 近藤　静子 倉敷市

1010 入選 斉藤　嘉代子 玉野市

1044 入選 坂本　和美 倉敷市

1023 入選 佐藤　宏美 早島町

1058 入選 柴岡　力 備前市

1034 入選 末一　登志夫 岡山市

1065 入選 鈴木　美基 備前市
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第73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

1081 入選 竹岡　俊二 倉敷市

1096 入選 武本　正博 津山市

1050 入選 谷𠮷　孝之 倉敷市

1070 入選 恒枝　陶玉 倉敷市

1071 入選 難波　　敬恵 岡山市

1014 入選 西山　巌 倉敷市

1097 入選 八幡　清美 久米南町

1012 入選 馬場　喜美恵 岡山市

1086 入選 比江島　舞 岡山市

1006 入選 日原　資子 岡山市

1059 入選 平井　京子 岡山市

1022 入選 藤本　幸子 岡山市

1053 入選 藤原　喜久代 備前市

1028 入選 松島　健治 瀬戸内市

1088 入選 松嶋　弘 備前市

1051 入選 松本　賴明 備前市

1004 入選 三房　基美 新見市

1102 入選 宗近　嘉毅 美咲町

1062 入選 森本　桂 赤磐市

1033 入選 森本　直之 備前市

1083 入選 森脇　弘行 岡山市

1052 入選 山田　紀子 倉敷市

1074 入選 山本　和史 岡山市

1002 入選 山本　茂子 岡山市

1031 入選 吉井　清治 岡山市

1049 入選 𠮷岡　次良 赤磐市

1073 入選 吉田　純一郎 岡山市

1085 入選 渡邊　琢磨 和気町

1011 入選 渡辺　哲久 備前市
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