
賞 部門 氏名 作品題名

市長賞 日本画・水墨画 上西　古都 長

市長賞 絵画・造形 加藤　悦子 憂ふ

市長賞 彫刻・立体造形 山本　耀介 Beast Man

市長賞 書道 深川　淳子 遊

市長賞 工芸・クラフト 松原　紗霧 一夜

市長賞 写真 澤田　正二 光

市長賞 デザイン・イラスト 山本　佳恵 R3年鯖江市成人式ロゴマーク ＆ 表紙デザイン

市議会議長賞 日本画・水墨画 佐々木　弘子 北風と樹

市議会議長賞 絵画・造形 竹内　多美子 エール　Ⅱ

市議会議長賞 彫刻・立体造形 石澤　怜実 Innocent

市議会議長賞 書道 若林　明美 万葉集　大伴家持の歌

市議会議長賞 工芸・クラフト 谷川　宣子 祈り

市議会議長賞 写真 嶋﨑　昌義 スケッチ

市議会議長賞 デザイン・イラスト 清水　千晶 Fukui Characters

市教育委員会賞 日本画・水墨画 前田　美紀 めざせ、ゴール！

市教育委員会賞 絵画・造形 𠮷田　好江 何処へ

市教育委員会賞 彫刻・立体造形 𠮷田　眞 Ｎｏ．７

市教育委員会賞 書道 島河　悠梨 劉禹錫詩

市教育委員会賞 工芸・クラフト 梅田　美紀 幸せな時

市教育委員会賞 写真 内藤　正弘 Runaway

市教育委員会賞 デザイン・イラスト 坪田　秀人 子どもの心を聞く

商工会議所会頭賞 日本画・水墨画 貝森　秀視 雪なき寒修行（托鉢始まる）

商工会議所会頭賞 絵画・造形 𠮷田　英一 POSE Ⅱ

商工会議所会頭賞 彫刻・立体造形 石田　隆幸 紙飛行機

商工会議所会頭賞 書道 牧野　玉枝 鳥鳴礀

商工会議所会頭賞 工芸・クラフト 前田　麻佑 飾り盆

商工会議所会頭賞 写真 高芝　和彦 景色！そっちのけ

商工会議所会頭賞 デザイン・イラスト 中川　美柚利 バレンタイン

商工会議所会頭賞（学生） 絵画・造形 扇谷　このみ 桃尻の世界

商工会議所会頭賞（学生） 絵画・造形 城野　優里 モーニング

商工会議所会頭賞（学生） 絵画・造形 新宮　歩佳 憂鬱な晩餐

商工会議所会頭賞（学生） 写真 澤田　優作 いたずらな風

商工会議所会頭賞（学生） 写真 高村　未柚 凛華

商工会議所会頭賞（学生） 写真 山本　愛理 待ちわびた水遊び

市文化協議会会長賞 日本画・水墨画 定　稚枝子 新年を待つ

市文化協議会会長賞 絵画・造形 福岡　幹子 あの夏の日
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市文化協議会会長賞 彫刻・立体造形 岩国　英子 Get together(集まる)

市文化協議会会長賞 書道 近藤　陽翆 龍

市文化協議会会長賞 工芸・クラフト 瀧見　直子 希望、ミルフィオリの輝き

市文化協議会会長賞 写真 三原　義廣 魅せられて

市文化協議会会長賞 デザイン・イラスト 直井　萌由 言葉のパンチが痛いにゃあ

福井新聞社賞 日本画・水墨画 斉藤　甚太夫 歴史ロマンを想う・平泉寺

福井新聞社賞 絵画・造形 加藤　清一郎 宙 -SORA- Ⅰ

福井新聞社賞 彫刻・立体造形 加藤　松一郎 カキツバタ

福井新聞社賞 書道 加藤　加代子 雪竹低寒翆 風梅落晩香

福井新聞社賞 工芸・クラフト 渡辺　千津子 魔女の館

福井新聞社賞 写真 福岡　幹子 旅立ちの駅

福井新聞社賞 デザイン・イラスト 橋谷　華穂 黒やぎさんたら読まずに食べた

ＮＨＫ福井放送局賞 日本画・水墨画 西澤　都 「しずかやなぁ～」「ほうやのぉ～」　

ＮＨＫ福井放送局賞 絵画・造形 阪本　晴美 夜明け前

ＮＨＫ福井放送局賞 彫刻・立体造形 峯田　芳則 段ボール「ガンダム」

ＮＨＫ福井放送局賞 書道 吉田　芳和 大地

ＮＨＫ福井放送局賞 工芸・クラフト 澤﨑　明美 編み物 メッシュワーク

ＮＨＫ福井放送局賞 写真 大関　良雄 メモリー

ＮＨＫ福井放送局賞 デザイン・イラスト 中嶋　望 The Snail

ＦＢＣ福井放送賞 絵画・造形 関本　眞理子 至福の季節

福井テレビ賞 日本画・水墨画 酒井　和子 緑韻

福井テレビ賞 絵画・造形 水本　妃南 金木犀と君

福井テレビ賞 彫刻・立体造形 木水　正雄 蓮の葉と蛙

福井テレビ賞 書道 片山　春潮 想ひ人

福井テレビ賞 工芸・クラフト 山本　毬子 おし花　花に囲まれて

福井テレビ賞 写真 山﨑　健志 マジカルライト

福井テレビ賞 デザイン・イラスト 前田　真希 福井名物擬人化

丹南ケーブルテレビ賞 日本画・水墨画 今立　善教 今を生きる

丹南ケーブルテレビ賞 絵画・造形 浅野　幹夫 はな＊はな　春

丹南ケーブルテレビ賞 彫刻・立体造形 髙岸　信夫 闘牛

丹南ケーブルテレビ賞 書道 猪子　正昭 心華徴笑

丹南ケーブルテレビ賞 工芸・クラフト 岩国　英子 化粧レリーフ四面花生　―春よ来い―

丹南ケーブルテレビ賞 写真 山澤　初良 目覚めの朝

丹南ケーブルテレビ賞 デザイン・イラスト 吉川　珠里愛 一時が青春

月刊URALA賞 写真 鷲田　則子 初霜

月刊URALA賞 デザイン・イラスト 石黒　翠 マスクの下の笑顔

奨励賞 日本画・水墨画 大澤　喜美子 春の夢

奨励賞 日本画・水墨画 齋藤　修 岐阜県高山市上三之町界隈



奨励賞 日本画・水墨画 三上　富美子 清流

奨励賞 日本画・水墨画 山岸　江美子 旅の１コマ

奨励賞 絵画・造形 梅原　優理 記憶の一部

奨励賞 絵画・造形 小川　友幸 梅の樹

奨励賞 絵画・造形 兜　鉄男 刻むⅡ

奨励賞 絵画・造形 川端　昭代 待春

奨励賞 絵画・造形 谷田　久美子 静寂

奨励賞 絵画・造形 谷端　純夫 眺望

奨励賞 絵画・造形 辻岡　正美 work

奨励賞 絵画・造形 津田　よし子 シンフォニー

奨励賞 絵画・造形 中村　しげ子 ガマの穂にゴッホ

奨励賞 絵画・造形 林　眞由美 童夢Ⅲ -宇宙へ-

奨励賞 絵画・造形 邑山　深雪 季節の巡りあい

奨励賞 絵画・造形 和田　博通 早春

奨励賞 書道 内田　翆邦 莫上高樓看柳色　春愁多在暮山中

奨励賞 書道 小澤　明花 劉禹錫詩

奨励賞 書道 齋藤　誠 髙青邱詩

奨励賞 工芸・クラフト 伊藤　恵利奈 四季折々

奨励賞 工芸・クラフト 上野　充 クワガタ

奨励賞 工芸・クラフト 岡野　雅代 四季

奨励賞 工芸・クラフト 川崎　信裕 弥勒菩薩坐像(インド)

奨励賞 工芸・クラフト 濵田　慎一郎 きらめき～憧憬～

奨励賞 工芸・クラフト 山本　康江 おすまし　にゃんこ

奨励賞 写真 清水　元博 秋気澄む

奨励賞 写真 玉村　心優 久々の外出

奨励賞 写真 西本　眞一郎 今日がはじまる

奨励賞 写真 春木　快斗 捕まっちゃった

奨励賞 写真 深山　髙雄 豪雪の里

奨励賞 デザイン・イラスト 竹内　喜世子 手鞠


