
第73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

0006 山陽新聞社大賞 三宅　浩一 浅口市

1062 山陽新聞社賞 三上　陽子 倉敷市

1156 岡山県知事賞 岡　　祐子 総社市

1074 岡山県教育長賞 柳田　愛子 浅口郡

1332 岡山市長賞 延藤　安茂 和気郡

1319 県展特別賞 仁科　一則 倉敷市

1258 桃花賞 白石　葉子 岡山市

1435 地域奨励賞 安田　隆 美作市

1129 県展賞 臼井　　寛 赤磐市

1160 県展賞 小川　京子 倉敷市

1194 県展賞 片山　圭右 井原市

1201 県展賞 神﨑　和彦 岡山市

1223 県展賞 黒瀬　邦彦 加賀郡

1242 県展賞 坂本　正明 岡山市

1028 県展賞 嶋田　豊實 岡山市

1033 県展賞 関　　勝美 総社市

1347 県展賞 林　　知恵美 倉敷市

1358 県展賞 原田　由美子 倉敷市

1446 県展賞 吉田　洋子 倉敷市

1146 奨励賞 大村　祐章 岡山市

1016 奨励賞 神﨑　元重 岡山市

1248 奨励賞 澁谷　一夫 浅口市

1286 奨励賞 竹内　久美子 倉敷市

1328 奨励賞 野津　裕一 倉敷市

1344 奨励賞 花房　泰志 浅口市

1362 奨励賞 姫井　　寛 倉敷市

1055 奨励賞 藤村　宜憲 岡山市

1369 奨励賞 藤原　一夫 和気郡

1059 奨励賞 松下　和則 岡山市

1396 奨励賞 水川　信行 倉敷市

1397 奨励賞 水野　三生 備前市

1407 奨励賞 實村　　貢 岡山市

1432 奨励賞 安井　　久 備前市

1076 奨励賞 吉田　昌康 倉敷市

1077 入選 秋山　愛子 岡山市

1080 入選 淺野　圭介 倉敷市

1083 入選 浅野　　眞 加賀郡

1085 入選 浅野　みのり 倉敷市

1001 入選 荒木　三朗 岡山市

1095 入選 池田　　滋 岡山市

1097 入選 石井　スエ子 岡山市

1003 入選 井関　収一 倉敷市

1114 入選 磯崎　光 倉敷市

1117 入選 板野　　彰 岡山市

1120 入選 井上　育子 岡山市
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1125 入選 岩本　光子 小田郡

1136 入選 畦崎　賢二 真庭市

1007 入選 江本　恭平 倉敷市

1143 入選 大倉　静子 玉野市

1153 入選 岡　　美代子 総社市

1010 入選 小倉　護 岡山市

1012 入選 尾関　丹美子 美作市

1163 入選 小田　淳子 倉敷市

1169 入選 小田　美佐子 倉敷市

1172 入選 小野　利公 浅口郡

1181 入選 角田　訓也 笠岡市

1185 入選 陰山　亜紀子 倉敷市

1189 入選 笠井　律子 倉敷市

1191 入選 片岡　多恵子 倉敷市

1195 入選 片山　　操 倉敷市

1198 入選 金谷　　侃 岡山市

1013 入選 川上　敬子 新見市

1015 入選 川畑　満明 総社市

1203 入選 香取　龍峰 岡山市

1017 入選 北川　隆司 総社市

1209 入選 木村　伸一 岡山市

1214 入選 清原　義之 岡山市

1220 入選 黒川　良郎 岡山市

1020 入選 小出　まゆみ 浅口市

1021 入選 河内　久治 岡山市

1230 入選 小林　通伸 倉敷市

1233 入選 小松原　文治 岡山市

1236 入選 榊原　久美子 倉敷市

1025 入選 佐古田　清一 倉敷市

1244 入選 佐藤　常子 倉敷市

1026 入選 真田　　昭 倉敷市

1027 入選 島田　新治 岡山市

1255 入選 清水　　洋 笠岡市

1030 入選 下妻　政直 総社市

1265 入選 砂田　幸子 倉敷市

1271 入選 髙田　紀美子 都窪郡

1036 入選 高橋　愛子 井原市

1279 入選 髙原　時子 岡山市

1283 入選 髙山　弥寿雄 岡山市

1037 入選 田中　繁季 岡山市

1296 入選 田中　敏孝 岡山市

1307 入選 鶴見　尚和 高梁市

1309 入選 栂尾　　章 岡山市

1311 入選 時岡　治彦 岡山市

1313 入選 豊福　義一 倉敷市
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1317 入選 中尾　順子 倉敷市

1323 入選 西村　毅 高梁市

1325 入選 野口　直美 倉敷市

1330 入選 延藤　厚美 和気郡

1044 入選 橋本　真由子 倉敷市

1337 入選 畑　義則 新見市

1341 入選 花野　ひさし 笠岡市

1045 入選 速水　景一 岡山市

1047 入選 樋上　孝典 岡山市

1048 入選 平島　しげこ 岡山市

1365 入選 平島　智子 岡山市

1050 入選 平田　良子 倉敷市

1051 入選 福井　彰 岡山市

1366 入選 福島　一郎 岡山市

1053 入選 藤尾　真人 和気郡

1370 入選 藤原　増幸 倉敷市

1375 入選 船石　淳子 岡山市

1377 入選 堀　　紘治 岡山市

1382 入選 槇野　博史 岡山市

1386 入選 松島　朱実 和気郡

1391 入選 松本　美枝子 岡山市

1400 入選 水野　好民 備前市

1404 入選 溝手　昌樹 都窪郡

1417 入選 村田　正長 倉敷市

1423 入選 桃井　肇郎 倉敷市

1424 入選 森兼　髙志 井原市

1072 入選 森下　宏治 倉敷市

1426 入選 守田　和 岡山市

1431 入選 守谷　　勉 倉敷市

1073 入選 安田　豊治 岡山市

1437 入選 山本　洋子 瀬戸内市

1447 入選 吉野　和恵 浅口市

1454 入選 吉元　　博 倉敷市

1457 入選 和気　　茂 岡山市

1459 入選 分島　孝 瀬戸内市

1462 入選 渡辺　郁子 岡山市

1464 入選 渡邉　育子 倉敷市
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