
賞 部門 氏名 作品題名

市長賞 日本画・水墨画 佐々木　弘子 朝霧の峠

市長賞 絵画・造形 田中　ノリ子 裏窓

市長賞 書道 島河　悠梨 臨・傳山

市長賞 工芸・クラフト 松原　紗霧 お花見

市長賞 写真 髙橋　正治 怒涛

市長賞 デザイン・イラスト 坪田　晏奈 STOP OSEAN PLASTIC

市議会議長賞
（無鑑査推挙）

日本画・水墨画 中出　吉峯 波涛の舞

市議会議長賞 絵画・造形 竹内　多美子 競艶

市議会議長賞 彫刻・立体造形 三浦　哲平 あと

市議会議長賞 書道 奥野　壽美子 雲心

市議会議長賞 工芸・クラフト 瀧見　直子 粋な父とやさしい母

市議会議長賞 写真 山澤　初良 目覚めの刻

市議会議長賞 デザイン・イラスト 岡崎　和佳奈 花子

市教育委員会賞 日本画・水墨画 吉嵜　信子 無人駅

市教育委員会賞 絵画・造形 津田　よし子 躍動Ⅲ

市教育委員会賞 書道 若林　明美 紅葉

市教育委員会賞 工芸・クラフト 梅田　美紀 おばあちゃんありがとう

市教育委員会賞
（無鑑査推挙）

写真 伊部　寛二 撃射（写）



市教育委員会賞 デザイン・イラスト 荒井　梨乃 異世界絵師様！

ギャラリー新館長賞 日本画・水墨画 西澤　都 修道院跡

ギャラリー新館長賞 絵画・造形 加藤　悦子 展望

ギャラリー新館長賞 彫刻・立体造形 加藤　陽生 自分

ギャラリー新館長賞 書道 中村　和子 漢詩

ギャラリー新館長賞 工芸・クラフト 高野　基枝 星空

ギャラリー新館長賞 写真 増田　源十郎 一網打尽

ギャラリー新館長賞 デザイン・イラスト 山口　梨奈 Princess & witch

ギャラリー新館長賞（学生） 絵画・造形 山本　夏綺 散歩道

ギャラリー新館長賞（学生） 書道 山田　瑞恵 臨　賀捷表

ギャラリー新館長賞（学生） 写真 竹内　よしの 満点笑顔

ギャラリー新館長賞（学生） 写真 土田　美月 春はあけぼの

ギャラリー新館長賞（学生） デザイン・イラスト 塚崎　勝也 丹南高校PRポスター

ギャラリー新館長賞（学生） デザイン・イラスト 西澤　奈績 たぬき眼鏡

市文化協議会会長賞 日本画・水墨画 前田　美紀 涼やか

市文化協議会会長賞 絵画・造形 𠮷田　好江 大都会

市文化協議会会長賞
（無鑑査推挙）

彫刻・立体造形 青山　秀治 甲冑

市文化協議会会長賞 書道 小川　日子 寇準詩

市文化協議会会長賞
（無鑑査推挙）

工芸・クラフト 矢部　幸子 椿



市文化協議会会長賞 写真 藤田　陽子 “生きよ”

市文化協議会会長賞 デザイン・イラスト 井坂　汐里 S

福井新聞社賞 日本画・水墨画 定　稚枝子 悠郷の韻

福井新聞社賞 絵画・造形 𠮷田　英一 POSE

福井新聞社賞 彫刻・立体造形 中津　治三 亡き孫を偲ぶ

福井新聞社賞 書道 西村　順子
東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれ
て蟹とたはむる

福井新聞社賞 工芸・クラフト 谷中　香代子 四季彩布

福井新聞社賞 写真 嶋﨑　昌義 秋麗の渓

福井新聞社賞 デザイン・イラスト 山本　佳恵 「華」～河和田漆器の伝統と美しさ～

ＮＨＫ福井放送局賞 日本画・水墨画 福田　悠美 かきつばた

ＮＨＫ福井放送局賞 絵画・造形 兜　鉄男 春の白山連峰

ＮＨＫ福井放送局賞 書道 近藤　陽翠 林間煖酒焼紅葉石上題詩掃緑苔

ＮＨＫ福井放送局賞 工芸・クラフト 助田　敏一 「草花文」組皿

ＮＨＫ福井放送局賞 写真 平池　光子 星屑のメロデー

ＮＨＫ福井放送局賞 デザイン・イラスト 福嶋　花菜 故郷

ＦＢＣ福井放送賞 絵画・造形 加藤　清一郎 宙(そら)

福井テレビ賞 日本画・水墨画 前田　政義 参道の灯籠

福井テレビ賞 絵画・造形 多田　敏子 木霊

福井テレビ賞 彫刻・立体造形 丹南高校　陶芸グループ 共同作品　ふしぎなはにわ



福井テレビ賞 書道 嶋田　美久二 同題仙遊觀

福井テレビ賞 工芸・クラフト 伊部　敏雄 越前焼 獅子

福井テレビ賞 写真 三田村　久美子 紅磯のしぶき

福井テレビ賞 デザイン・イラスト 宮前　有佑 創られた太陽

丹南ケーブルテレビ賞 日本画・水墨画 十河　弘美 水芭蕉の詩

丹南ケーブルテレビ賞 絵画・造形 山城　智子 夏空

丹南ケーブルテレビ賞 彫刻・立体造形 髙岸　信夫 海亀

丹南ケーブルテレビ賞 書道 山口　清香 晩径黄花開有色

丹南ケーブルテレビ賞 工芸・クラフト 辻　千鳥 もみじあおいレリーフ

丹南ケーブルテレビ賞 写真 小林　則男 虹かかる

丹南ケーブルテレビ賞 デザイン・イラスト 森永　耶馬人 全てはあなたのために

月刊URALA賞 写真 清水　元博 光臨の海

月刊URALA賞 デザイン・イラスト 嶋津　隆顕 HAPPY HALLOWEEN!

奨励賞 日本画・水墨画 岩渕　留理子 冬椿

奨励賞 日本画・水墨画 岡本　悠暉 食空

奨励賞 絵画・造形 青山　秀治 瓢飄

奨励賞 絵画・造形 内田　有哉 狭間、手･･･

奨励賞 絵画・造形 川野　博美 ｒｕｎ

奨励賞 絵画・造形 坂口　義鷹 私の桜見②



奨励賞 絵画・造形 阪本　晴美 黄色い絆創膏

奨励賞 絵画・造形 佐々木　進 三十三間堂中尊観音坐像

奨励賞 絵画・造形 関本　眞理子 まつり

奨励賞 絵画・造形 塚崎　文子 秋の訪れ

奨励賞 絵画・造形 中村　しげ子 紫玉葱

奨励賞 絵画・造形 林　眞由美 童夢UTYU-KITI

奨励賞 絵画・造形 福岡　幹子 枯れ蓮Ⅰ

奨励賞 書道 田邊　涼 臨・魏霊蔵造像記

奨励賞 書道 山本　剛 閒中酒静裏泉

奨励賞 工芸・クラフト 川崎　信裕 毘沙門天立像

奨励賞 工芸・クラフト 深川　淳子 越前漆器 観心寺如意輪観音像

奨励賞 工芸・クラフト 渡辺　千津子 花のワルツ

奨励賞 写真 青山　秀子 水面に舞う

奨励賞 写真 上嶋　睦美 にゃんと

奨励賞 写真 大関　良雄 日向神楽、戸取の舞

奨励賞 写真 桒原　義孝 光明

奨励賞 写真 鈴木　薫己 湖の夕暮れ

奨励賞 写真 常岡　美代子 ママに、ないしょー。

奨励賞 写真 内藤　正弘 scream of silence



奨励賞 写真 花立　優里 イルカと少年

奨励賞 写真 松井　さくら 冷たい青春

奨励賞 写真 松村　憲男 嵐中夕日

奨励賞 写真 三原　義廣 神々しい光

奨励賞 写真 山﨑　文男 彫

奨励賞 写真 吉川　律代 邪気を射る

奨励賞 デザイン・イラスト 井藤　天音 アイがこぼれる

奨励賞 デザイン・イラスト 堀川　直也 November


