
　第４５回 島根県総合美術展　入賞者名簿
部　門 賞 名 題　　　　　名 ふりがな 氏　　名 ふりがな 住　所

日本画 知事賞  吉実  きちじつ  伊藤 圭子  いとう けいこ  出雲市

金賞  緑映  りょくえい  米原 修司  よねはら しゅうじ  安来市

銀賞  寒い朝  さむいあさ  鎌田 卿子  かまだ あきこ  出雲市

銀賞  手紙  てがび  安岡 繁子  やすおか しげこ  松江市

銅賞  梅雨の晴れ間に  つゆのはれまに  今岡 恵子  いまおか けいこ  出雲市

銅賞  うつろうかたちⅡ  うつろうかたちⅡ  清原 茂治  きよはら しげはる  松江市

銅賞  「窯」-わかいひ  かま-わかいひ  渡 麻矢  わたり まや  大田市

書 知事賞  願望  がんぼう  渡辺 和夫  わたなべ かずお  出雲市

金賞  蘇軾の詩  そしょくのし  小池 廣伸  こいけ ひろのぶ  雲南市

銀賞  富  とみ  坂根 勝美  さかね かつみ  大田市

銀賞  万葉のうた  まんようのうた  花本 紗奈慧  はなもと さなえ  浜田市

銅賞  山上憶良の歌  やまのうえのおくらのうた  池尾 武  いけお たけし  松江市

銅賞  清  せい  小林 哲山  こばやし てつざん  大田市

銅賞  大  ひろき  森山 明日華  もりやま あすか  益田市

洋画 知事賞  古都逍遥(A)  ことしょうよう A  菅野 達朗  すがの たつろう  松江市

金賞  墳丘  ふんきゅう  佐々岡 秀夫  ささおか ひでお  浜田市

銀賞  石窟 A  せっくつ A  丸山 恵美子  まるやま えみこ  大田市

銀賞  午後のサロンⅡ  ごごのさろんⅡ  岩田 賀代子  いわた かよこ  安来市

銅賞  夕刻に響く Ⅰ  ゆうこくにひびくⅠ  岩成 優  いわなり ゆう  松江市

銅賞  若い女  わかいおんな  吉野 康子  よしの やすこ  松江市

銅賞  土面と土偶  どめんとどぐう  宅和 令子  たくわ れいこ  松江市

工芸 知事賞  志野大壷  しのおおつぼ  内田 和秀  うちだ かずひで  松江市

金賞  紙布帯地  しふおびじ  戸谷 昌代  とや まさよ  安来市

銀賞  碧緑釉大鉢  へきりょくゆうおおばち  山本 将之  やまもと まさゆき  松江市

銀賞  けやき拭漆十角箱  けやきふきうるしじゅっかくばこ  押越 正雄  おしごえ まさお  大田市

銅賞  伸びる－蟻の目、鳥の目で見る－  のびる-ありのめ、 とりのめでみる-  神田 立  かんだ りつ  松江市

銅賞  革花器「晩秋」  かわかき ばんしゅう  陶山 節恵  すやま せつえ  安来市

銅賞  灰釉釣窯組鉢  はいゆうきんようくみばち  荒尾 浩之  あらお ひろゆき  大田市

写真 知事賞  帰着一声  きちゃくいっせい  坂本 新次  さかもと しんじ  出雲市

金賞  吊り橋  つりばし  管田 亘城  すがた のぶき  松江市

銀賞  祭りの日  まつりのひ  吉田 亮三  よしだ りょうぞう  安来市

銀賞  神域  しんいき  橋本 潤子  はしもと じゅんこ  出雲市

銅賞  闘魂  とうこん  奥村 茂  おくむら しげる  隠岐の島町

銅賞  降臨  こうりん  武田 克弘  たけだ かつひろ  雲南市

銅賞  好日  よきひ  橘 重孝  たちばな しげたか  大田市

デザイン 知事賞  島根  しまね  堀江 真衣子  ほりえ まいこ  奥出雲町

金賞  心をつくる  こころをつくる  山川 房子  やまかわ ふさこ  安来市

銀賞  夢  ゆめ  永原 英暁  ながはら ひであき  松江市

銀賞  ドリームキャッチャー  どりーむきゃっちゃー  秋國 紋子  あきくに あやこ  出雲市

銅賞  つながる  つながる  栂 美由紀  とが みゆき  奥出雲町

銅賞  家族  かぞく  関 のぞみ  せき のぞみ  奥出雲町

銅賞   オリジナルブランドのロゴとグッズデザイン   おりじなるぶらんどのろごとぐっずでざいん  中本 昌樹  なかもと まさき  奥出雲町

彫刻 知事賞

金賞  覚醒  かくせい  近田 裕喜  こんだ ひろき  安来市

銀賞  麒麟  きりん  田中 俊睎  たなか としき  江津市

銀賞  希望  きぼう  祝部 昇禅  ほうり しょうぜん  出雲市

銅賞  雄  ゆう  石田 富士  いしだ とみお  江津市

銅賞  明日へ  あすへ  池田 雄三  いけだ ゆうぞう  益田市

銅賞  朝の光  あさのひかり  伊藤 眞美  いとう まさみ  出雲市

該　当　者　な　し


