
賞 出品部門 番号 出品者氏名 作品の題名 年齢 市町名

洋画 141 鈴木 由美 秋風に舞う 61 伊東市

日本画 4 菅沼 辰夫 寒さこらえて 82 浜松市

書 38 榑松 白瑛 花びらの・・・ 69 菊川市

彫刻 8 杉山 三千代 ほほえみ 73 静岡市

工芸 38 森脇 弘子 静逸（心落ちつくもの） 65 浜松市

写真 26 小林 禎子 祭りの日 69 静岡市

洋画 98 伊丹 忠雄 民族の女性たち（SAPA IN VIETNAM） 73 袋井市

日本画 1 深澤 敏彦 野に咲く 78 静岡市

書 17 大瀧 静芳 高適詩 82 静岡市

彫刻 10 青木 重利 七五三 82 浜松市

工芸 30 足立 健 孤独 73 浜松市

写真 7 井倉 照久 ボクの出番 83 静岡市

静岡新聞社・静岡放送賞 洋画 32 土屋 勝陽司 港 73 下田市

中日賞 書 50 吉水 信功 朝夕勤恪守以惇篤 69 浜松市

洋画 162 青木 光枝 時 69 静岡市

日本画 15 佐野 きみ 西里のみおくり橋 92 静岡市

書 52 冨田 嶺花 孟浩然詩 79 浜松市

彫刻 14 松下 明子 Seventeen 71 藤枝市

工芸 9 岡部 映子 悠久の桜 64 浜松市

写真 17 飯田 篤男 砂浜激走 74 浜松市

洋画 46 山本 政江 GLASS'ES 67 掛川市

洋画 47 柏木 健二 富士とカテドラル 69 沼津市

洋画 52 鈴木 惇介 REUSE 70 菊川市

洋画 56 太田 芙美子 不調和の美 Ⅱ 72 富士市

洋画 78 蓮池 はるえ 森の片隅 69 富士市

洋画 81 山村 壽夫 賑わい 69 静岡市

洋画 123 池田 馨 山頂望春 84 藤枝市

洋画 154 山田 セツ 想い出（スペイン） 66 藤枝市

日本画 2 沼田 好策 鮎壺の滝 89 長泉町

日本画 3 川口 喜康 箱根石畳 80 沼津市

書 10 渡邉 美江子 金槐和歌集より 85 静岡市

書 26 森 簫心 梅堯臣詩 80 静岡市

書 42 戸田 幸良 紅葉黄華秋景寛 80 浜松市

彫刻 9 大場 啓史 若い女 74 松崎町

工芸 7 増井 久男 乾漆銘々皿 83 静岡市

工芸 34 門馬 徳 香合（銅製） 67 静岡市

写真 9 中坂 美喜子 漁港の若衆 71 浜松市

写真 13 綾木 恵子 幽玄 65 静岡市

（敬称略）

県知事賞

理事長賞

最優秀賞

優秀賞

受賞作品一覧



賞 出品部門 番号 出品者氏名 作品の題名 年齢 市町名

洋画 6 大石 富美枝 廃屋 81 静岡市

洋画 7 横山 米吉 七月のトドワラ（野付半島にて） 80 静岡市

洋画 20 五十嵐 誠 早春 80 熱海市

洋画 27 内田 みや 昔と今 76 島田市

洋画 31 髙下 和義 風化 69 静岡市

洋画 55 大久保 博 清遊の詩 69 焼津市

洋画 61 永井 勝 時空 67 藤枝市

洋画 69 鈴木 きよ子 思い出 74 静岡市

洋画 75 澤井 ひろ子 秋を織る 62 静岡市

洋画 84 中村 京子 あけぼの 74 静岡市

洋画 97 酒井 暉 フラメンコ 84 静岡市

洋画 117 金子 真治 「清流」 白倉川 86 浜松市

洋画 119 森田 典成 湘南ヨットハーバー 73 伊豆市

洋画 132 藤牧 正弘 郷愁之北京 69 焼津市

洋画 138 篠田 英一 波紋 75 富士宮市

洋画 159 松下 哲寿 高原・池 73 藤枝市

日本画 5 長橋 光子 華麗 82 静岡市

日本画 9 中村 芳江 都会のオアシス 63 富士宮市

日本画 12 安田 豊子 収穫の悦び 72 富士市

日本画 21 神谷 悦子 いのちの息吹き（細江神社の大樹） 76 浜松市

書 9 山梨 公子 嵐 86 静岡市

書 13 鈴木 雅砂子（櫻山） いちょうの丘 65 森町

書 15 滝川 肇 初夏即事 81 伊豆市

書 22 竹田 瑛香 李白詩 68 静岡市

書 28 山梨 香楓 陸龜業詩 83 静岡市

書 44 犬塚 望山 日輪 74 浜松市

彫刻 13 増田 侑司 戒壇院四天王頭部 74 静岡市

工芸 6 秋田 勝美 沼津萩焼 抹茶茶碗 5個セット 70 沼津市

工芸 14 山本 立子 ある春の日 63 森町

工芸 18 相馬 清之助 悠飛 Ⅲ 73 河津町

工芸 26 中山 和子 孔雀芥子の花に憩う 82 浜松市

工芸 40 池谷 かづ代 セピア色のけいとう 63 焼津市

写真 1 福島 好己 夕焼け 75 富士市

写真 5 林 博視 窓 73 袋井市

写真 31 赤堀 佐智子 楽しいね 69 藤枝市

写真 34 大石 久雄 馬車の店 83 静岡市

洋画 149 髙槗 保夫 花博の温室 88 静岡市

日本画 15 佐野 きみ 西里のみおくり橋 92 静岡市

書 12 大石 辰雄 （辰渓） 聖訓五ヶ條（東郷平八郎の遺訓） 94 静岡市

彫刻 1 小楠 隆司 馬頭観音 84 静岡市

工芸 29 山下 五平 花模様 92 御前崎市

写真 35 小杉 健次郎 不吉な予感 88 浜松市

奨励賞

最高齢者賞

（敬称略）


