
2019年度みえ文化芸術祭　第70回みえ県展　入賞者一覧
部門 賞　名 作品名 作　者 作者ふりがな 市町名※ 年　齢 備考

最優秀賞 ことばいづる処 立岡　正幸 たちおか　まさゆき 多気町 70

優秀賞
（三重県議会議長賞）

風蘭の詩 佐野　惠子 さの　けいこ 亀山市 68

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

土用干し 原　裕子 はら　ゆうこ 名張市 78

三重県市長会長賞 水べ 伊野　勘彌 いの　かんや 鈴鹿市 77

岡田文化財団賞 街 落合　斗夢 おちあい　とむ 津市 37

中日新聞社賞 樹魂 北川　裕子 きたがわ　ひろこ 名張市 73

すばらしきみえ賞 街道を歩く 山田　由里 やまだ　ゆり 津市 71

for your Dream賞 冬の日差し 田所　妙子 たどころ　たえこ 津市 69

自然の恵み賞 古木に実る 市野　温子 いちの　あつこ 松阪市 73

最優秀賞 少年よ、大志をいだけ 三谷　ひさ みたに　ひさ 桑名市 67

優秀賞
（三重県議会議長賞）

森の観音様 のりみち のりみち 松阪市 28

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

刻の調べ 裏山　貴子 うらやま　よしこ 津市 61

三重県市長会長賞 稍の夜香 北田　悠季 きただ　ゆうき 津市 25

岡田文化財団賞 今更 瀬上　明里 せがみ　あかり 桑名市 26

中日新聞社賞 津の街　美杉町　２０１９ 藤田　昌久 ふじた　まさひさ 津市 63

すばらしきみえ賞 ブリッジ（船橋） 岩本　敏生 いわもと　としお 名張市 74

for your Dream賞 肉 森崎　萌黄 もりさき　もえぎ 鈴鹿市 17

自然の恵み賞 つづらおる 板野　和郎 いたの　かずお 名張市 68

最優秀賞 親分 鈴木　良治 すずき　りょうじ 松阪市 57

優秀賞
（三重県議会議長賞）

つかの間 前川　忠 まえがわ　ただし 津市 51

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

三重県市長会長賞 闘争心 山田　風雅 やまだ　ふうが 鈴鹿市 21

岡田文化財団賞 「C・S・T＜気＞PLEASANT COＭPOSITION」 山田　絢子 やまだ　あやこ 桑名市 71

中日新聞社賞 人魚姫物語 森本　紗月 もりもと　さつき 大台町 33

すばらしきみえ賞 喜寿からの夢 玉山　正喜 たまやま　まさき 桑名市 77

for your Dream賞 君を待つ 伊藤　薫 いとう　かおる 桑名市 36

自然の恵み賞 吸いこむ 寺田　優芽 てらだ　ゆめ 桑名市 17 部門最年少

敬称略

＊彫刻部門には優秀賞（三重県教育委員会教育長賞）はない

日本画

洋画

彫刻



部門 賞　名 作品名 作　者 作者ふりがな 市町名※ 年　齢 備考

最優秀賞 栃拭漆文箱 二宮　邦彦 にのみや　くにひこ 鈴鹿市 77

優秀賞
（三重県議会議長賞）

泥彩ペンライン象嵌壺 伊藤　佑 いとう　ゆう 津市 77

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

春のささやき 廣瀨　典子 ひろせ　のりこ 四日市市 61 广に黄

三重県町村会長賞 和 小坂　洋子 こさか　ようこ 亀山市 68

岡田文化財団賞 きゅうすたち 赤繁　容子 あかしげ　ようこ 四日市市 51

中日新聞社賞 青瓷　組鉢（6枚組） 木村　将人 きむら　まさと 四日市市 58

すばらしきみえ賞 神気 伊藤　佳子 いとう　よしこ 四日市市 66

for your Dream賞 絆 赤塚　敬一 あかつか　けいいち 津市 77

自然の恵み賞 四連屏風「風に舞う」 倉田　美道 くらた　よしみち 津市 67

最優秀賞 夜の訪問者 森岡　博美 もりおか　ひろみ 松阪市 70

優秀賞
（三重県議会議長賞）

涼を求めて 山口　一明 やまぐち　かずあき 伊勢市 77

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

どしゃぶり 城島　正子 しろしま　まさこ 伊賀市 71

三重県町村会長賞 天然プール 石田　悟 いしだ　さとる 鈴鹿市 73

岡田文化財団賞 兆し 城田　清延 しろた　きよのぶ 津市 71

中日新聞社賞 紙芝居 吉川　彰 よしかわ　あきら 津市 70

すばらしきみえ賞 楽しい仲間 伊藤　隆彦 いとう　たかひこ 鈴鹿市 72

for your Dream賞 波紋 星野　邦隆 ほしの　くにたか 桑名市 62

自然の恵み賞 冬の足音 三上　正久 みかみ　まさひさ 鈴鹿市 73

最優秀賞 鉄 百地　拓窓 ももち　たくそう 名張市 26

優秀賞
（三重県議会議長賞）

宮中行楽詞 村林　龍鳳 むらばやし　りゅうほう 松阪市 64

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

五十鈴の川 熊野　明美 くまの　あけみ 伊勢市 66

三重県町村会長賞 王維詩 豊田　真苑 とよだ　しんえん 亀山市 42

岡田文化財団賞 白楽天詩 中川　琱雲 なかがわ　ちょううん 鈴鹿市 47
王へんに
冂に土に口

中日新聞社賞 陶淵明之詩 喜田　紅雲 きた　こううん 熊野市 60

すばらしきみえ賞 蘇軾詩二首 小山　美笙 こやま　みしょう 四日市市 54

for your Dream賞 和歌 三ツ岩　こころ みついわ　こころ 伊勢市 17

自然の恵み賞 郭翰詩 西村　皋風 にしむら　こうふう 津市 52

敬称略

写真

書

工芸


