
賞 部門 氏名 作品題名

市長賞 日本画・水墨画 十河　弘美 波の華

市長賞 絵画・造形 津田　よし子 躍動

市長賞 彫刻・立体 橋本　菖 長い付き合い

市長賞 書道 源　白渓 江上看山

市長賞 工芸 山本　康江 あの日の散歩道で

市長賞 写真 伊部　寛二 悠久を偲ぶ

市長賞 デザイン 橋本　玲奈 ハンドメイドアクセサリーショップ｢Favori｣

市議会議長賞 日本画・水墨画 前田　美紀 Tomorrow

市議会議長賞 絵画・造形 多田　俊信 特大牡丹

市議会議長賞 彫刻・立体 内田　麻友 前を向いて

市議会議長賞 書道 和田　景雲 故城秋望

市議会議長賞 工芸 松原　紗霧 回遊

市議会議長賞 写真 峰田　光章 寄り添う

市教育委員会賞 日本画・水墨画 大西　正美 ｓｔ-バーナードと遊ぶ

市教育委員会賞 絵画・造形 竹内　多美子 ドリーム　Ⅱ

市教育委員会賞 彫刻・立体 三浦　哲平 繋がりを探す

市教育委員会賞 書道 齋藤　修一 心

市教育委員会賞 工芸 小林　美千代 家族の一時

市教育委員会賞 写真 嶋﨑　昌義 錦繍の渓谷

市教育委員会賞 デザイン 青木　汐里 チャリティーTシャツ｢One　Love｣Tシャツ・ポスター

第10回記念特別賞 日本画・水墨画 中出　吉峯 「もうすぐ雪だね」

第10回記念特別賞 絵画・造形 松田　菜美恵 寝落ち

第10回記念特別賞 彫刻・立体 高田　稔 雨鱒

第10回記念特別賞 書道 島河　悠梨 蘇軾詩

第10回記念特別賞 工芸 宮川　明美 五月の西山

第10回記念特別賞 写真 上野　睦生 さようなら。

第10回記念特別賞 デザイン 酒井　遥香 Un fantome

ギャラリー新館長賞 日本画・水墨画 吉嵜　信子 闘志を秘めて

ギャラリー新館長賞 絵画・造形 山城　智子 ＯＮ　ＴＨＥ　ＢＯＸ　（Ｍ）

ギャラリー新館長賞 彫刻・立体 織田　麗奈 気持ち悪い

ギャラリー新館長賞 書道 渡辺　緑扇 漢詩

ギャラリー新館長賞 工芸 山本　毬子 森のりすさん

ギャラリー新館長賞 写真 内藤　正弘 ストリーム

ギャラリー新館長賞 デザイン 山本　佳恵 私たちの言葉は聞こえますか



ギャラリー新館長賞（学生） 絵画・造形 加藤　佳月 過去

ギャラリー新館長賞（学生） 絵画・造形 渡辺　絵梨奈 目の前に見えるもの。

ギャラリー新館長賞（学生） 書道 竹澤　成那 陶淵明詩

ギャラリー新館長賞（学生） 工芸 新池　未来 テーブルとイス

ギャラリー新館長賞（学生） 写真 北川　智海 baby

ギャラリー新館長賞（学生） 写真 八木　葵 へい、らっしゃい！！

市文化協議会会長賞 日本画・水墨画 酒井　和子 夏の華

市文化協議会会長賞 絵画・造形 川野　博美 楽しいね

市文化協議会会長賞 彫刻・立体 大東　真也 平和を望む

市文化協議会会長賞 書道 金具　ゆうき 漢詩

市文化協議会会長賞 工芸 橋本　一弘 乾漆雲錦蒔絵盛器

市文化協議会会長賞 写真 髙橋　正治 パッション

市文化協議会会長賞 デザイン 杉本　奈友 卒業制作展DMデザイン案

福井新聞社賞 日本画・水墨画 佐々木　弘子 晩秋

福井新聞社賞 絵画・造形 加藤　清一郎 宇宙（そら）-10

福井新聞社賞 彫刻・立体 中津　治三 むくげの花

福井新聞社賞 書道 近藤　陽翠 山花迎客笑谷鳥避人啼

福井新聞社賞 工芸 川崎　信裕 釈迦三尊像左脇侍

福井新聞社賞 写真 鈴木　薫己 優美

福井新聞社賞 デザイン 山崎　千春 思春期

ＮＨＫ福井放送局賞 日本画・水墨画 吉田　郁子 なかま

ＮＨＫ福井放送局賞 絵画・造形 田中　ノリ子 よりそい

ＮＨＫ福井放送局賞 彫刻・立体 平尾　仁美 植物人間

ＮＨＫ福井放送局賞 書道 橋本　爽苑 雲海

ＮＨＫ福井放送局賞 工芸 助田　敏一 乾漆楕円皿「静寂」

ＮＨＫ福井放送局賞 写真 平池　光子 里山の詩

ＮＨＫ福井放送局賞 デザイン 山口　唯 Ｃｈｕ－Ｌｉｐ

ＦＢＣ福井放送賞 絵画・造形 加藤　悦子 流転

福井テレビ賞 日本画・水墨画 定　稚枝子 錦秋

福井テレビ賞 絵画・造形 𠮷田　英一 冬の花

福井テレビ賞 彫刻・立体 石田　隆幸 仁王

福井テレビ賞 書道 上坂　香織 菊の香や

福井テレビ賞 工芸 上坂　和美 花の中に

福井テレビ賞 写真 西本　眞一郎 装う田んぼ



丹南ケーブルテレビ賞 日本画・水墨画 手鹿　久子 越前海岸

丹南ケーブルテレビ賞 絵画・造形 平田　美鈴 出航

丹南ケーブルテレビ賞 彫刻・立体 谷﨑　未輝 イメチェン

丹南ケーブルテレビ賞 書道 片山　春潮 秋月の蟲

丹南ケーブルテレビ賞 工芸 矢部　幸子 メルヘン・ワールド

丹南ケーブルテレビ賞 写真 上嶋　睦美 雪景

丹南ケーブルテレビ賞 デザイン 前田　彩夕美 創作ゲーム　ポスター

月刊URALA賞 写真 山澤　初良 静寂の刻

月刊URALA賞 デザイン 國本　美花 ｄｏｌｃｅ

奨励賞 日本画・水墨画 青木　美知枝 志摩の海女

奨励賞 日本画・水墨画 加藤　正子 炎暑と対峙

奨励賞 日本画・水墨画 田中　美智子 芭蕉

奨励賞 日本画・水墨画 前田　政義 滝

奨励賞 絵画・造形 足立　夏子 Ｃｏｎｔｒａｄｉｃｔｉｏｎ

奨励賞 絵画・造形 小澤　理紗 愛猫

奨励賞 絵画・造形 兜　鉄男 晩秋の剣岳

奨励賞 絵画・造形 阪本　晴美 傑作

奨励賞 絵画・造形 佐々木　進 あれから800年

奨励賞 絵画・造形 田中　一男 舟宿

奨励賞 絵画・造形 為沢　みえ ソーキング

奨励賞 絵画・造形 塚崎　文子 天空の花園へ

奨励賞 絵画・造形 中村　しげ子 とうもろこし

奨励賞 絵画・造形 邑山　深雪 花の詩

奨励賞 絵画・造形 山㟁　敏美 田園

奨励賞 絵画・造形 山本　梨絵 ＴＡＮＮＡＮ

奨励賞 絵画・造形 吉崎　幸子 絶滅危惧種～守る生命～

奨励賞 書道 熊野　九郎右衛門 デカイ

奨励賞 書道 下野　光枝 古典（基泉法師）

奨励賞 書道 森　蓮江 幸田文「旅の手帖」

奨励賞 書道 山本　剛 德如海壽似山

奨励賞 工芸 伊部　敏雄 越前焼（わらべ・舞子）

奨励賞 工芸 塚﨑　博司 自然釉　壷

奨励賞 写真 有木　博代 終春

奨励賞 写真 加藤　公和 白馬の山々



奨励賞 写真 児玉　和広 心温まる味

奨励賞 写真 澤田　正二 バカンス

奨励賞 写真 清水　元博 躍動美

奨励賞 写真 塚田　玲子 競演

奨励賞 写真 花立　優里 暮れる

奨励賞 写真 藤田　智都 夏模様

奨励賞 写真 藤田　陽子 森閑

奨励賞 写真 堀　益栄 三女よれば…

奨励賞 写真 山崎　和子 守りたいもの

奨励賞 写真 山﨑　文男 踊らにゃ損々！

奨励賞 写真 吉川　律代 僕のパートナー

奨励賞（学生） 書道 小川　心ノ奨 劉溥詩

奨励賞（学生） 書道 佐々木　莉里香 木下利玄の短歌

奨励賞（学生） 工芸 河和田アートキャンプ 無限重箱

奨励賞（学生） 工芸 長野　初美 草花図


