
部門 賞　名 作品名 作　者 作者ふりがな 年齢 市町名

最優秀賞 幽深 水谷　好心 みずたに　こうしん 73 津市

優秀賞
（三重県議会議長賞）

いちじくの讃美 上岡 奈苗 かみおか ななえ 39 伊賀市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

春を待つ大地 中井 康信 なかい やすのぶ 74 鈴鹿市

三重県市長会長賞 名も無き内乱 たちおか 帽子 たちおか ぼうし 72 多気町

三重県町村会長賞 始まりの地 前田 依子 まえだ よりこ 65 松阪市

岡田文化財団賞 dreamer 大岡 優美 おおおか ゆみ 29 桑名市

すばらしきみえ賞 八重桜 竹下 藤子 たけした ふじこ 76 名張市

for your Dream賞 落花流水 小林 修二 こばやし しゅうじ 75 松阪市

自然の恵み賞 萩 高橋 弘子 たかはし ひろこ 66 津市

最優秀賞 純潔な戯言 伊藤　真里奈 いとう　まりな 25 石川県

優秀賞
（三重県議会議長賞）

守護鳥 本間　舞 ほんま　まい 36 松阪市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

樹の記憶ー空襲 米川　みえこ よねかわ　みえこ 69 鈴鹿市

三重県市長会長賞 刻：toki（中村川） 渡辺　博史 わたなべ　ひろし 69 鈴鹿市

三重県町村会長賞 たゆたう 工藤　立暉 くどう　りつき 17 鈴鹿市

岡田文化財団賞 少年と飛行機　１９４５鈴鹿市庄野 小林　登志樹 こばやし　としき 58 鈴鹿市

すばらしきみえ賞 つづらおる 板野　和郎 いたの かずお 70 名張市

for your Dream賞 Never　say　YES 直井　美穂 なおい　みほ 33 伊勢市

自然の恵み賞 幸せ家族の絆 奥山　泰 おくやま　ゆたか 78 四日市市

最優秀賞 いつわりなきもの 黒宮　亮介 くろみや　りょうすけ 34 菰野町

優秀賞
（三重県議会議長賞）

瞳の奥に 山田　風雅 やまだ　ふうが 23 亀山市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

三重県市長会長賞 麒麟 鈴木　良治 すずき　りょうじ 59 松阪市

三重県町村会長賞 Heavenandearth2021 浦田　直人 うらた　なおと 63 伊勢市

岡田文化財団賞 祈りの道 北川　勝己 きたがわ　かつみ 73 伊勢市

すばらしきみえ賞 鵜方の婆ちゃん 山川　芳洋 やまかわ　よしひろ 70 志摩市

for your Dream賞 薫風 山本　宜史 やまもと　よしふみ 68 名張市

自然の恵み賞 悪役 伊藤　薫 いとう　かおる 38 桑名市
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日本画

洋画

彫刻

＊彫刻部門には優秀賞（三重県教育委員会教育長賞）はない



部門 賞　名 作品名 作　者 作者ふりがな 年齢 市町名

最優秀賞 多様な仲間 松野　宏 まつの　ひろし 74 東員町

優秀賞
（三重県議会議長賞）

伊勢の幸 伊藤　佳子 いとう　よしこ 68 四日市市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

層の表情 赤繁　容子 あかしげ　ようこ 53 四日市市

三重県市長会長賞 欅拭漆盛器 二宮　邦彦 にのみや　くにひこ 79 鈴鹿市

三重県町村会長賞 Get out 『COVID-19』 鈴木　薫 すずき　かおる 75 鈴鹿市

岡田文化財団賞 伝統工芸こぎんししゅう「光の春」 奥田　由紀子 おくだ　ゆきこ 64 津市

すばらしきみえ賞 伊賀　扁壺　日・月 新　佳三 あたらし　けいぞう 72 伊賀市

for your Dream賞 祈り 山中　さゆ子 やまなか　さゆこ 66 津市

自然の恵み賞 園 坂倉　利一 さかくら　としかず 75 津市

最優秀賞 包容 加藤　真希 かとう　まき 52 津市

優秀賞
（三重県議会議長賞）

秋の名残 三上　正久 みかみ　まさひさ 75 鈴鹿市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

西日の虚像 中道　修 なかみち　おさむ 76 津市

三重県市長会長賞 異形 太田　寿 おおた　ひさし 81 四日市市

三重県町村会長賞 私は生きる 大蔵　香代子 おおくら　かよこ 72 津市

岡田文化財団賞 先行き不透明 阿部　道男 あべ　みちお 79 松阪市

すばらしきみえ賞 練習中 浜口　陽彦 はまぐち　あきひこ 84 志摩市

for your Dream賞 Phantom 田村　仁志 たむら　ひとし 59 松阪市

自然の恵み賞 holiday 木村　雅信 きむら　まさのぶ 72 津市

最優秀賞 舒位の詩 中川　陽華 なかがわ　ようか 72 松阪市

優秀賞
（三重県議会議長賞）

李白之詩 植山　壽泉 うえやま　じゅせん 72 津市

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

北原白秋の詩 岡田　抱月 おかだ　ほうげつ 61 松阪市

三重県市長会長賞 百人一首 田所　一代 たどころ　かずよ 71 松阪市

三重県町村会長賞 朝露 伊藤　玉冰 いとう　ぎょくひょう 60 四日市市

岡田文化財団賞 杜甫詩 廣野　陽風 ひろの　ようふう 72 四日市市

すばらしきみえ賞 島崎藤村の詩 久保　友葩 くぼ　ゆうは 48 多気町

for your Dream賞 陸游之詩 谷　鴻風 たに　こうふう 67 津市

自然の恵み賞 新古今和歌集 保田　翠渓 やすだ　すいけい 98 鈴鹿市
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