
第1回新県美展（第65回広島県美術展）受賞者名簿
種別 賞区分 題名 作者 住所（広島市は区まで、その他は市町まで）

絵画系 大賞 ポーズ（あたゝかな場所） 岡崎　由美子 竹原市
絵画系 大賞 午後 アトリエの一隅 鍋廣　精也 呉市
絵画系 優秀賞 あるがまゝに 大宮　市江 広島市安芸区
絵画系 優秀賞 緑の丘 髙原　一眞 尾道市
絵画系 優秀賞 てっかや 木村　典子 広島市南区
絵画系 優秀賞 立ち話 塩﨑　英明 広島市西区
絵画系 奨励賞 ひまわり 石出　喜実子 三次市
絵画系 奨励賞 懐郷（ラオス・ルワンパバン） 増田　曉美 広島市西区
絵画系 奨励賞 わたしの椅子 楠木　由子 福山市
絵画系 奨励賞 野の詩 佐古　ふじ枝 呉市
絵画系 奨励賞 収穫 禰冝元　陽子 広島市佐伯区
絵画系 奨励賞 宙へ 林　順子 広島市西区
絵画系 奨励賞 はるちゃん　本番前 西村　幸恵 福山市
絵画系 奨励賞 ＭＢセンター長 山下　昌則 広島市南区
絵画系 奨励賞 僕の世界 湊　里香 呉市
絵画系 奨励賞 工場の島 田坂　素惠子 広島市佐伯区
絵画系 奨励賞 待機 和泉川　頼子 広島市南区
絵画系 奨励賞 トラキチのまち 広川　ツヤコ 呉市
絵画系 奨励賞 これから 山野　清子 広島市西区
彫塑系 大賞 新しい生命と共に生きる 梅原　裕江 東広島市
彫塑系 優秀賞 Rahsaan Roland Kirk Legacy 妹尾　宜明 福山市
彫塑系 奨励賞 moment canvas 松本　功 廿日市市
彫塑系 奨励賞 leg muscle 山本　佳織 広島市安佐南区
工芸系 大賞 瀬戸幻想 瀬尾　登之 広島市安佐南区
工芸系 優秀賞 樹海 田村　紀郎 竹原市
工芸系 優秀賞 月映 徳永　恵美子 三原市
工芸系 奨励賞 波紋炎彩壷 重松　邦子 竹原市
工芸系 奨励賞 栃縮杢造り香盆「光采陸離」 松岡　裕治 三次市
工芸系 奨励賞 縄胎水指「静かな光」 田代　昭夫 三原市
工芸系 奨励賞 想う 根石　みさ 広島市中区
書系 大賞 秋日江居寫懐 奥本　智恵美 福山市
書系 優秀賞 遠山暮鐘の声 岡田　静香 福山市
書系 優秀賞 吉野山 平岡　慶舟 庄原市
書系 優秀賞 しのぶれど 佐川　順子 広島市南区
書系 奨励賞 陶清塵 高野　國昭 福山市
書系 奨励賞 真州懐家兄西樵 柴田　愁月 世羅郡世羅町
書系 奨励賞 漢詩 木本　孝枝 三次市
書系 奨励賞 紫之 加藤　眞利子 三原市
書系 奨励賞 高青邱の詩 開原　ひろこ 福山市
書系 奨励賞 つらゆきの恋歌 鵜川　稲山 広島市東区
書系 奨励賞 袖ひぢて 小川　三恵 尾道市
書系 奨励賞 百人一首 宮川　恵 広島市南区
書系 奨励賞 古今和歌集巻第三（抄） 梶本　聖翠 東広島市
書系 奨励賞 くれなゐの 国本　和子 広島市西区

写真系 大賞 秋日和 坂田　泰子 広島市東区
写真系 優秀賞 ファミリー 福間　久仁子 広島市佐伯区
写真系 優秀賞 神事 坪井　西成 呉市
写真系 優秀賞 段畑に生きる 杉森　義人 三原市
写真系 奨励賞 又兵衛桜 中井　直登 福山市
写真系 奨励賞 大地の記憶 島田　幸晴 広島市南区
写真系 奨励賞 日だまり 原田　今朝弘 広島市佐伯区
写真系 奨励賞 祈り 田部　昌子 東広島市
写真系 奨励賞 春霧 山根　孝子 広島市南区
写真系 奨励賞 Break-up 松尾　健 広島市東区
写真系 奨励賞 海辺のテラス 齋藤　眞佐士 廿日市市
写真系 奨励賞 イスタンブールのおやじ 重村　直孝 福山市

デザイン系 大賞 サッちゃんとおかしな国 高橋　はるか 広島市安佐南区
デザイン系 優秀賞 ＤＯＭＥ 大川　真理 東広島市
デザイン系 奨励賞 ツナガットルケェ 児玉　尊子 安芸高田市
デザイン系 奨励賞 みんな空の下 山木戸　順子 広島市西区
デザイン系 奨励賞 Ｓｙｍｐｈｏｎｙ 松浦　正史 広島市西区
デザイン系 奨励賞 PＥＡＣＥ from HIROSHIMA 濵名　美優 安芸郡府中町

映像系 優秀賞 now here 篠原　祐木 尾道市
映像系 優秀賞 キドモモドキ 宮﨑　しずか 広島市安佐南区
映像系 奨励賞 忘れられないひと　生まれてくるひと 小川　果穂 広島市安佐南区
映像系 奨励賞 ドロワー氏の一日 栗原　緑 広島市安佐南区


