
平成30年度みえ文化芸術祭　第69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 実る 高橋　弘子 たかはし ひろこ 津市 63

優秀賞
（三重県議会議長賞）

生死長夜 立岡　正幸 たちおか まさゆき 多気町 69

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

渓谷 森田　康文 もりた やすふみ 鈴鹿市 80

三重県町村会長賞 喜怒哀楽 飯田　淳子 いいだ じゅんこ 名張市 63

岡田文化財団賞 そつぎょう 加藤　まみ かとう まみ 四日市市 19

中日新聞社賞 残雪にミズバショウ 伊野　勘彌 いの かんや 鈴鹿市 76

すばらしきみえ賞 陽の射す庭園前 三谷　健治 みたに けんじ 津市 70

for your Dream賞 扉 浅野　恒子 あさの つねこ 津市 78

自然の恵み賞 草叢 泉　正幸 いずみ まさゆき 伊勢市 70

最優秀賞 ヴォカリーズ 有竹　和子 ありたけ　かずこ 四日市市 58

優秀賞
（三重県議会議長賞）

バリオニクスの大地図 中川 ．K なかがわ　けい 伊勢市 23

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

ｓｅｃｏｎｄｓ 川崎　喜美子 かわさき　きみこ 桑名市 60

三重県町村会長賞 柔毛突起語る 磯田　順子 いそだ　じゅんこ 松阪市 65

岡田文化財団賞 私には帰る教会がある 前田　寿人 まえだ　ひさと 津市 61

中日新聞社賞 おちるかたち 井上　明子 いのうえ　あきこ 松阪市 80

すばらしきみえ賞 未来の力　尾鷲ヤーヤ祭 榎本　喜保 えのもと　きほ 尾鷲市 76

for your Dream賞 Ｗｅ　ａｒｅ　ｔｉｎｙ 千種　風香 ちくさ　ふうか 四日市市 17 部門最年少

自然の恵み賞 望郷・千枚田 入江　浩 いりえ　こう 名張市 83

最優秀賞 森の王様 山田　風雅 やまだ　ふうが 大阪府 20

優秀賞
（三重県議会議長賞）

My Life 谷本　雅一 たにもと　まさかず 名張市 42

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

三重県町村会長賞 Wild horse－FACE－ 銅谷　祐子 どうや　ゆうこ 四日市市 56

岡田文化財団賞 無 前川　忠 まえがわ　ただし 津市 50

中日新聞社賞 もふもふねむねむ 髙橋　美帆 たかはし　みほ 鈴鹿市 28

すばらしきみえ賞 杜2018 浦田　直人 うらた　なおと 伊勢市 60

for your Dream賞 想い 安田　徳興 やすだ　よしおき 東員町 41

自然の恵み賞 海女潜る 山川　芳洋 やまかわ　よしひろ 志摩市 67

＊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 春のひとさら 杉谷　三朗 すぎたに　さぶろう 鳥羽市 64

優秀賞
（三重県議会議長賞）

黒陶・浮現 中西　雄一 なかにし　ゆういち 鈴鹿市 36

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

黄瓷　組鉢（6枚組） 木村　将人 きむら　まさと 四日市市 57

三重県市長会長賞 初夏 木下　みゆき きのした　みゆき 四日市市 59

岡田文化財団賞 栃拭漆盛器 前田　祐英 まえだ　ゆうえい 松阪市 63

中日新聞社賞 明日へ「日暮れの時に」 吉田　真理 よしだ　まり 大台町 56 吉　下が長い

すばらしきみえ賞 今宵は何に？（狐） 中川　忠峰 なかがわ　ただみね 伊勢市 71

for your Dream賞 米寿 加藤　幸男 かとう　ゆきお 桑名市 88 部門最年長

自然の恵み賞 いなべの六度焼 名木　和弘 なぎ　かずひろ いなべ市 53

最優秀賞 サニーデイズ 松本　由紀子 まつもと　ゆきこ 松阪市 41

優秀賞
（三重県議会議長賞）

夏の名残り 羽生　幸志 はにゅう　こうし 四日市市 55

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

参観日 加藤　大雄 かとう　ひろお 尾鷲市 75

三重県市長会長賞 わるさ 河井　桃子 かわい　ももこ 伊賀市 36

岡田文化財団賞 おねしょの朝 古川　景祐 ふるかわ　けいすけ 明和町 26

中日新聞社賞 不機嫌 加藤　真希 かとう　まき 津市 49

すばらしきみえ賞 雨あがる 佐藤　信行 さとう　のぶゆき 津市 69

for your Dream賞 幼き日の思い出 吉良　新一 きら　しんいち 菰野町 71

自然の恵み賞 池島の春 北村　和子 きたむら　かずこ 伊賀市 71

最優秀賞 陳子昂詩 岸本　一水 きしもと　いっすい 尾鷲市 34

優秀賞
（三重県議会議長賞）

閑麗の妙 百地　拓窓 ももち　たくそう 名張市 24

優秀賞
（三重県教育委員会教育長賞）

李商隠詩 清水　好流 しみず　こうりゅう 伊勢市 55

三重県市長会長賞 紀貫之の歌 寺島　千草 てらしま　ちぐさ 松阪市 64

岡田文化財団賞 祖詠詩 上山　恵里 うえやま　えり 岐阜県 23

中日新聞社賞 梅堯臣詩 豊田　真苑 とよだ　しんえん 亀山市 41

すばらしきみえ賞 劉嗣綰詩　七言律詩 今村　寿鴻 いまむ　らじゅこう 四日市市 67

for your Dream賞 中原中也の詩 川森　貞祥 かわもり　ていしょう 四日市市 80

自然の恵み賞 韓愈の詩 岡田　翠悦 おかだ　すいえつ 鈴鹿市 62
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