
平成27年度みえ文化芸術祭　第66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 冬日 道明　陽一 どうみょう　よういち 松阪市 61

優秀賞
（三重県議会議長賞）

咲き競う 松岡　和徳 まつおか　かずのり 四日市市 77

優秀賞
（三重県教育委員会委員長賞）

古今来光図 飯田　淳子 いいだ　じゅんこ 名張市 60

三重県市長会長賞 蔵前の一隅に日差しが延びる 三谷　健治 みたに　けんじ 津市 67

岡田文化財団賞 しずかな人 立岡　正幸 たちおか　まさゆき 多気町 66

中日新聞社賞 零れる森 前田　依子 まえだ　よりこ 松阪市 59

すばらしきみえ賞 旅立の華・友を偲びて 瀬古　止水 せこ　しすい 松阪市 58

for your Dream賞 すみれ 大喜多　光子 おおきた　みつこ 名張市 70

自然の恵み賞 藤鏡 田宮　加津子 たみや　かずこ 四日市市 65

最優秀賞 たゆたう 吉見 恵美子 よしみ えみこ 四日市市 65

優秀賞
（三重県議会議長賞）

郷愁 西田 昇三 にしだ しょうぞう 桑名市 74

優秀賞
（三重県教育委員会委員長賞）

貪食毎夜の闊歩 西村 宏和 にしむら ひろかず 伊賀市 72

三重県市長会長賞 待春 中川 忠司 なかがわ ただし 熊野市 68

岡田文化財団賞 朝の光 山本 真也 やまもと しんや 津市 35

中日新聞社賞 わすれえぬこと 中川 吉史 なかがわ よしふみ 伊賀市 63

すばらしきみえ賞 甍輝く関の街 木村 祥一 きむら しょういち 亀山市 66

for your Dream賞 2015. Y 野﨑 克也 のざき かつや 四日市市 54

自然の恵み賞 堀坂山 辻 幸三 つじ こうぞう 津市 80

最優秀賞 リクガメ 横田　千明 よこたちあき いなべ市 29

優秀賞
（三重県議会議長賞）

人跡 東　大地 あずまだいち 鈴鹿市 17

三重県市長会長賞 悠々 杉田　幸平 すぎたこうへい 朝日町 66

岡田文化財団賞 Ines 森本　紗月 もりもとさつき 大台町 29

中日新聞社賞 呼吸する島 今岡　秀則 いまおかひでのり 桑名市 43

すばらしきみえ賞 鼓動 栗林　楓弥 くりばやしふうや 鈴鹿市 20

for your Dream賞 ただ　その手をつなぎたくて 伊藤　薫 いとうかおる 桑名市 32

自然の恵み賞 好奇心 山田　風雅 やまだふうが 鈴鹿市 17

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 波の幻想 長谷川　正勝 はせがわ まさかつ 鈴鹿市 75

優秀賞
（三重県議会議長賞）

欅拭漆盛器 二宮　邦彦 にのみや くにひこ 鈴鹿市 73

優秀賞
（三重県教育委員会委員長賞）

泥釉窯変“難破船” 山本　憲夫 やまもと のりお 鈴鹿市 70

三重県町村会長賞 スイング 下川　建世 しもかわ たてよ 御浜町 67

岡田文化財団賞 奏でるⅠ 下木　伸良 したき のぶよし 津市 70

中日新聞社賞 自然共生 山中　さゆ子 やまなか さゆこ 津市 60

すばらしきみえ賞 幻想 加藤　幸男 かとう ゆきお 桑名市 84

for your Dream賞 ゆきあかり３ 小川　広器 おがわ ひろき 桑名市 73

自然の恵み賞 水中花 廣瀨　典子 ひろせ のりこ 四日市市 57
廣の中
は黄

最優秀賞 通行人 小宮　千原 こみや ちはら 津市 57

優秀賞
（三重県議会議長賞）

寒村 野瀬　みつ子 のせ みつこ 松阪市 57

優秀賞
（三重県教育委員会委員長賞）

午後の陽だまり 谷内　浩 たにうち ひろし 桑名市 71

三重県町村会長賞 村の子どもたち 花木　義孝 はなき よしたか 四日市市 64

岡田文化財団賞 急ぎ足 中道　修 なかみち おさむ 津市 70

中日新聞社賞 昼さがり 棚村　たか子 たなむら たかこ 津市 65

すばらしきみえ賞 飛沫を避けて 清水　博子 しみず ひろこ 鈴鹿市 83

for your Dream賞 微睡む 今井　陽子 いまい ようこ 鈴鹿市 61

自然の恵み賞 夏日 大西　巖 おおにし いわお 鳥羽市 72

最優秀賞 陶淵明詩句 篠木　峩峰 しのぎ　がほう 津市 51

優秀賞
（三重県議会議長賞）

万葉歌 西村　皋風 にしむら　こうふう 津市 48

優秀賞
（三重県教育委員会委員長賞）

春の野に 佐々木　洸舟 ささき　こうしゅう 津市 66

三重県町村会長賞 呉梅村詩 新田　光華 にった　こうか 鈴鹿市 60

岡田文化財団賞 李沂詩 石田　松涛 いしだ　しょうとう 四日市市 83

中日新聞社賞 李白詩 清水　好流 しみず　こうりゅう 伊勢市 52

すばらしきみえ賞 矢田部良吉の詩 川瀬　公韻 かわせ　こういん 桑名市 82

for your Dream賞 劉基詩 花村　翠仙 はなむら　すいせん 桑名市 69

自然の恵み賞 李白詩 伊藤　玉冰 いとう　ぎょくひょう 四日市市 54

※県外は県名

写真

書

工芸


