
 

第 10 回新県美展（第 74回広島県美術展）入賞・入選者発表 

（受付番号順） 

 

絵画系  応募点数 321 点 

 

＜大賞＞ 

B1051 田村 末人 B5015 谷迫 圭子  

 

＜優秀賞＞ 

A1022 若山 恵子 B 101 石原 詠子 B 311 藤岡 淳二 

B5026 佐々木 博   

 

＜奨励賞＞ 

A1010 吉本 幸子 A1016 金子 照子 A5007 荒木 和雄 

A5008 隨行 町子 A5009 小野 平治 A5013 笹井 多恵子 

A5017 藤井 妙子 A5022 西元 朝枝 B1024 松本 千代 

B1037 大原 馨 B5027 能宗 智恵子 B5040 應原 光子 

 

＜入選＞ 

（日本画） 

A 201 藤永 ツタ子 A 301 倉田 英子 A 302 石井 スゝ゛江 

A 304 西丸 洋子 A 306 浅田 千明 A 307 新田 典子 

A 501 石出 喜実子 A 502 鞍迫 澄枝 A 505 曲田 智英子 

A 506 中村 浩子 A1001 坪島 輝明 A1002 大城 薫 

A1007 柴田 順子 A1011 金蔵 美代子 A1018 大橋 福子 

A1019 吉見 敏治 A1020 中野 篤子 A1027 大和 啓子 

A1028 二反田 正康 A1030 立川 静美 A1040 岡村 雅枝 

A1042 片山 ヤス子 A1043 若村 重子 A1045 宮澤 孝恵 

A5003 藤田 雪野 A5004 佐々木 絹江 A5005 沖野 信子 

A5006 河原 輝江 A5010 松岡 恵子 A5011 室家 士郎 

A5012 占部 妙子 A5014 藤井 早苗 A5015 枝広 啓子 

A5018 森重 時江 A5020 奥村 きよこ A5025 三木 浩太朗 

A5027 山縣 久子 A5028 熊代 澄子 A5029 桑原 律子 

A5031 木下 三枝子   

（油彩画） 

B 102 堀 泰夫 B 302 田坂 仁志 B 303 石丸 妙子 

B 306 高橋 千恵美 B 309 中嶋 令子 B 312 石黒 英子 

B 313 宮原 慎和 B 406 天藤 明利 B 501 松田 信正 

B 504 宮本 喜美子  B 508 加藤 宣也 



 
 

B1001 保田 紀明 B1002 中田 徳美 B1009 島田 青坪 

B1010 川島 桃香 B1013 西本 義英 B1014 石川 七海 

B1019 小珠 極禾 B1030 斉藤 久美子 B1033 渡辺 紀久子 

B1040 松浦 皆子 B1044 西川 康子 B1046 西田 真弓 

B1050 栃岡 心 B1054 美野 りえ B1055 河野 伸輔 

B5001 山口 文子 B5003 津村 豊彦 B5004 大木 純子 

B5008 小笠原 るり子 B5009 先川 浩史 B5012 西田 成子 

B5013 杉原 宏子 B5017 池田 登志太 B5020 光成 智恵 

B5022 中西 惠子 B5025 陶山 悦惠 B5034 吉原 育恵 

B5039 鍋島 桂子 B5042 奥元 恵美子 B5044 朝平 恭敬 

（その他） 

C 102 熊谷 美雄 C 201 小寺 義雄 C 301 高橋 裕子 

C 302 岡田 滿 C 303 下江 恵子 C 305 惣明 澄夫 

C 308 池田 隆之 C 401 岡田 睦生 C 403 杉原 緑子 

C 404 沖田 正夫 C 503 山下 徳三 C1003 塔岡 芙美 

C1010 蔵田 直子 C1012 大形 久典 C1018 藤田 満寿己 

C1026 古浦 祐子 C1027 反田 龍治 C1038 宮原 千恵 

C1039 竹岡 敦子 C1046 市場 海沙 C5003 戯レ蝦蟇 

C5004 権代 正 C5008 渡辺 百樹 C5014 山野 清子 

C5015 伊藤 卓爾 C5016 大林 恵美子 C5018 河原 厚子 

C5027 山下 和彦 C5028 本田 豊子 C5029 岡 藤枝 

C5031 好川 博 C5042 香川 定之 C5044 山本 健二 

 

 

 

彫塑系  応募点数 13 点 

 

＜大賞＞ 

1002 佐々木 一則   

 

＜優秀賞＞ 

1010 藤田 木理   

 

＜奨励賞＞ 

1005 岡本 卓博   

 

＜入選＞ 

1004 佐々木 且之 1006 反田 龍治 1008 糸谷 智子 

1009 安達 響 5001 小笠原 英二郎 5002 竹田 一雄 



 
 

工芸系  応募点数 69 点 

 

＜大賞＞ 

1055 大村 卓壮   

 

＜優秀賞＞ 

305 髙尾 千鶴子 1020 田頭 進  

 

＜奨励賞＞ 

1003 永島 正則 1017 高山 尚也 1022 福田 彩子 

1056 和泉 春信   

 

＜入選＞ 

301 村上 武司 304 平井 清人 306 江口 謙 

309 松尾 良弘 401 山際 勝利 501 中本 春雄 

1001 浜田 文子 1005 猫本 睦子 1007 野村 洋司 

1009 長澤 靖 1012 大久保 英子 1015 唐川 昌己 

1016 井上 祐子 1021 黒瀬 ゆかり 1024 沖廣 圭子 

1028 光保 智惠子 1029 三好 幸二郎 1030 菱沼 稔 

1031 石部 吉拡 1033 吉田 一哉 1036 岡峰 浩平 

1037 馬舩 宏明 1039 繁森 由美子 1040 堀中 静鶴枝 

1041 梶本 美穂子 1044 高瀬 安芸 1046 森川 直美 

1047 西宗 昭二 1048 水本 武夫 1049 庄原 靖彦 

1051 梶原 広継 1054 熊中 章人 5001 山本 教江 

 

 

 

書系  応募点数 158 点 

 

＜大賞＞ 

B5063 松本 秀仙   

 

＜優秀賞＞ 

A5010 中野 光葉 B5062 竹内 光仙  

 

＜奨励賞＞ 

A5009 景山 鳳苑 A5043 井手 志緒里 A5049 今西 まり子 

A5050 山本 元 B5037 榊田 育代 B5061 中森 淳 

B5064 石川 麗仙 C 501 西岡 三千男  



 
 

＜入選＞ 

（漢字） 

A 501 谷口 菁波 A1001 宮下 和典 A5001 木村 佳史 

A5006 芥川 桑園 A5007 藤本 青楓 A5008 岩井 祥葉 

A5012 八谷 香雪 A5013 石岡 玲翠 A5014 横田 豊泉 

A5015 徳永 桜仙 A5019 赤木 忠彦 A5023 髙木 月泉 

A5024 大下 幸枝 A5025 梶谷 由喜子 A5027 木本 孝枝 

A5031 竹田 順子 A5032 正木 直子 A5036 槇本 緑水 

A5037 岡村 和子 A5040 里岡 輝一朗 A5042 松前 小静 

A5044 丸子 英明 A5045 石井 みどり A5047 古賀 博子 

A5048 田中 章子 A5053 金垣 清苑 A5054 木村 恭花 

A5058 河内 裕美 A5059 安国 隆之 A5060 上向井 蓬舟 

A5061 明木 洋子 A5063 白築 美紀 A5064 佐藤 智子 

A5068 中村 光苑   

（仮名） 

B 501 正宗 直子 B 502 黒田 勝美 B 505 比原 昭子 

B5004 室本 章子 B5005 景山 雪心 B5007 田中 亮太 

B5010 中川 雅遊 B5011 中本 墨翆 B5012 大野 寿翠 

B5013 松葉 紫翠 B5014 清水 蘭舟 B5016 大田 慧仙 

B5019 河村 圭子 B5021 佐伯 潔美 B5022 土井 孝子 

B5023 松岡 益子 B5025 和田 孝子 B5026 芦田 良子 

B5029 戸田 瑞幸 B5030 坂川 典子 B5031 市岡 千碩 

B5033 岡田 知則 B5034 島田 昌広 B5035 猪原 忍 

B5036 井上 すみ子 B5038 鹿屋 真由美 B5039 中島 由紀 

B5041 篠崎 朱美 B5044 河野 初真舟 B5045 鷹羽 理砂 

B5059 国本 和子 B5060 増山 聖仙  

（前衛） 

C5001 高松 光代 C5002 正畠 みなみ C5003 今田 誠 

C5005 山本 朝子   

 

 

 

写真系  応募点数 214 点 

 

＜大賞＞ 

1032 新竹 英雄   

 

＜優秀賞＞ 

1008 萩野 美保子 5050 峠 美幸  



 
 

＜奨励賞＞ 

202 長谷川 早苗 304 津島 裕子 1013 武内 伸二 

1019 鴨野 弘子 1031 百鳥 健一 5034 花登 奈都子 

5037 吉田 慶良 5076 新岡 康生  

 

＜入選＞ 

201 小丸 正文 204 森田 仁 205 松本 昭光 

209 丹上 槌馬 210 村上 輝司 303 宮本 恵子 

307 畑本 富惠 308 本村 博三 309 山根 としこ 

310 西垣 正明 312 佐藤 修司 402 竹原 準一郎 

403 門田 節登 502 田端 富男 504 家本 薫一 

505 佐々木 悦子 506 佐々木 輝義 1005 佐古 宏司 

1006 藤井 和浩 1010 橋本 勝英 1011 原 登世子 

1017 真田 正之 1018 井上 良孝 1020 渥美 和行 

1022 藤川 泰布 1023 和泉 鉄美 1024 橋本 邦子 

1026 吉田 定雄 1028 藤井 律 1036 梶本 恊治 

1039 田家 稔雄 1041 小刀 章 1043 早瀬 幸子 

1048 金子 美佐子 1049 岡田 英治 1050 堀行 丈治 

1051 門田 聖子 1054 河本 純一 1055 小野 弘行 

1056 金子 昭久 1057 内海 幸雄 1059 宮尾 博夫 

1062 生信 守之 1063 錦織 永治 1064 山西 邦雄 

1066 朝枝 加津子 1071 冨岡 政行 1073 藤原 英昭 

1074 森本 勝三 1075 増野 昭美 1079 鍵本 裕次 

1083 中谷 文生 1086 奥本 泰久 1095 小林 智恵 

5001 下村 員男 5002 佐伯 育郎 5003 熊原 公明 

5009 井手端 修司 5010 沖田 忠春 5012 沖田 眞須子 

5017 森藤 勝弘 5018 小原 三津枝 5019 大戸 冨士恵 

5021 谷廣 保世 5026 須田 慎吉 5031 宗藤 法恵 

5032 岡田 晃幸 5033 小林 佑輔 5035 島田 洋子 

5036 武内 紗和子 5038 板倉 由布子 5039 百々 典子 

5040 大森 良恵 5041 有田 文 5042 大神 真紀 

5043 藤井 陽子 5044 上本 美恵子 5048 白石 淑子 

5049 桺 謙二 5053 杉本 日出明 5054 管原 正人 

5055 小原 邦子 5057 岩井 倫子 5059 八代 万里子 

5061 大石 正臣 5063 越智 三千彦 5064 土本 岩子 

5065 飯田 恒弘 5067 秋田 陽康 5069 中尾 美智子 

5072 山本 浩司 5079 羽田 ﾈ豊子 5080 奥元 恵美子 

 

 



 
 

デザイン系  応募点数 13 点 

 

＜大賞＞ 

1005 反田 龍治   

 

＜優秀賞＞ 

1008 植村 璃里   

 

＜奨励賞＞ 

1003 日置 芳也   

 

＜入選＞ 

1001 大津 かおり 1009 児玉 尊子 5002 水ノ上 茉優 

 

 

 

映像系  応募点数 33 点 

 

＜大賞＞ 

1014 島田 拓空也・大路 真由   

 

＜優秀賞＞ 

1005 太山 恵介   

 

＜奨励賞＞ 

1003 かずき 1016 曽利久 珠由  

 

＜入選＞ 

1004 三宅 敬生 1006 寺岡 真珠 1008 樫部 さおり 

1009 坂井 文哉 1010 藤本 琴葉 1015 西川 陽菜 

1020 椋田 サラ 1029 前田 愛  

 


