
賞 部門 氏名 作品題名

市長賞 日本画・水墨画 定　稚枝子 静寂

市長賞 絵画・造形 加藤　悦子 記憶の断片

市長賞 書道 若林　明美 天の海に

市長賞 工芸・クラフト 濵田　慎一郎 生命の息吹き

市長賞 写真 峰田　光章 再始動

市長賞 デザイン・イラスト 谷根　芽依 僕と彼女の三国日記

市議会議長賞(無鑑査推挙) 日本画・水墨画 前田　美紀 初夏の庭

市議会議長賞 絵画・造形 𠮷田　好江 NAGARE

市議会議長賞 彫刻・立体造形 高田　稔 池田の岩魚

市議会議長賞 書道 畑中　美久二 百人一首八首

市議会議長賞 工芸・クラフト 上野　充 クワガタ２

市議会議長賞 写真 吉田　芳彦 熟睡

市議会議長賞 デザイン・イラスト 髙橋　雄大 僕にしか描けないマンガ

市教育委員会賞 日本画・水墨画 賀城　喜之 仁霊

市教育委員会賞 絵画・造形 𠮷田　英一 ＰＯＳＥ Ⅲ

市教育委員会賞 書道 深川　淳子 飛

市教育委員会賞 工芸・クラフト 前川　美佳 春千歳

市教育委員会賞 写真 鷲田　則子 初秋

市教育委員会賞 デザイン・イラスト 萬谷　太亮 Tentacle

商工会議所会頭賞 日本画・水墨画 西澤　都 天昇の霧

商工会議所会頭賞 絵画・造形 兜　鉄男 刻むⅧ

商工会議所会頭賞 彫刻・立体造形 岩国　英子 地に足が着いた花子

商工会議所会頭賞 書道 八田　彩花 「擬古」

商工会議所会頭賞 工芸・クラフト 前田　麻佑 平家平の朝

商工会議所会頭賞 写真 桒原　義孝 モグモグタイム

商工会議所会頭賞 デザイン・イラスト 酒谷　あゆみ 白銀の犬

商工会議所会頭賞（学生） 絵画・造形 梅原　優理 宵っ張り

商工会議所会頭賞（学生） 絵画・造形 桝井　栞子 もう

商工会議所会頭賞（学生） 書道 菅谷　歩未 臨「司馬昞妻孟敬訓墓誌銘」

商工会議所会頭賞（学生） 写真 野崎　友香 兄弟愛

商工会議所会頭賞（学生） 写真 矢島　拓海 純粋落着

市文化協議会会長賞 日本画・水墨画 持丸　有紗 耳のある器

市文化協議会会長賞 絵画・造形 坂口　智菜美 想い出

市文化協議会会長賞 彫刻・立体造形 小形　文子 あやこ像

市文化協議会会長賞 書道 牧野　玉枝 春暁

市文化協議会会長賞 工芸・クラフト 吉崎　幸子 family

市文化協議会会長賞 写真 清水　元博 夕映え

市文化協議会会長賞 デザイン・イラスト 北山　美空 漸進

福井新聞社賞 日本画・水墨画 前田　政義 生命

福井新聞社賞 絵画・造形 福岡　幹子 アートネイル

福井新聞社賞 彫刻・立体造形 石田　隆幸 雷ちゃん
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福井新聞社賞 書道 山岸　静江 つれづれと　和泉式部の歌2首

福井新聞社賞 工芸・クラフト 深川　淳子 観音菩薩立像

福井新聞社賞 写真 藤田　陽子 森の秘密

福井新聞社賞 デザイン・イラスト 千京　さら amusement park

ＮＨＫ福井放送局賞 日本画・水墨画 横坂　俊幸 轟

ＮＨＫ福井放送局賞 絵画・造形 津田　よし子 陽春Ⅰ

ＮＨＫ福井放送局賞 書道 近藤　陽翠 新月細如眉春雲長似帯

ＮＨＫ福井放送局賞 工芸・クラフト 岡野　雅代 四季　～My Favorite Things～

ＮＨＫ福井放送局賞 写真 室田　昇 寒行

ＮＨＫ福井放送局賞 デザイン・イラスト 稲木　瑠奈 異

ＦＢＣ福井放送賞 絵画・造形 辻󠄀岡　正美 in my life　①

福井テレビ賞 日本画・水墨画 岩渕　留理子 静穏

福井テレビ賞 絵画・造形 加藤　清一郎 宙-SORA-２２

福井テレビ賞 彫刻・立体造形 峯田　芳則 段ボール　仮面ライダーセイバ―

福井テレビ賞 書道 牧田　佳花 過香積寺

福井テレビ賞 工芸・クラフト 小林　美千代 友達出来るかな

福井テレビ賞 写真 木水　正雄 オールド・ファッション－古きよき時代－

福井テレビ賞 デザイン・イラスト 林　大智 Dragon Virus

丹南ケーブルテレビ賞 日本画・水墨画 酒井　和子 まだかなぁ

丹南ケーブルテレビ賞 絵画・造形 小形　文子 クジャク

丹南ケーブルテレビ賞 彫刻・立体造形 竹内　隆春 文楽頭

丹南ケーブルテレビ賞 書道 中村　和子 漢字

丹南ケーブルテレビ賞 工芸・クラフト 竹内　彰則 四季花竹あかり

丹南ケーブルテレビ賞 写真 澤田　正二 市のシンボル

丹南ケーブルテレビ賞 デザイン・イラスト 宇野　絢音、松田　十和 ホームパーティー入門編

月刊URALA賞 写真 深山　髙雄 夜明けの一人舞台

月刊URALA賞 デザイン・イラスト 名和　開司 猫もこたつで早くなる

奨励賞 日本画・水墨画 大澤　喜美子 ゆり

奨励賞 日本画・水墨画 齋藤　秀之 天の恵み

奨励賞 日本画・水墨画 鈴木　陽子 晩秋の叢

奨励賞 日本画・水墨画 福田　悠美 秋の流れ

奨励賞 日本画・水墨画 山本　裕子 リスザルさんのさんぽみち

奨励賞 絵画・造形 青山　正美 らくがき

奨励賞 絵画・造形 小川　友幸 秋の三佛寺

奨励賞 絵画・造形 川端　昭代 希望

奨励賞 絵画・造形 塚崎　文子 北の終着跡

奨励賞 絵画・造形 中村　しげ子 追憶

奨励賞 絵画・造形 堀川　仁衣奈 ■■
ばつばつ

を言う

奨励賞 絵画・造形 山㟁　敏美 Autumn

奨励賞 絵画・造形 山城　智子 木通

奨励賞 書道 奥野　壽美子 明

奨励賞 書道 小澤　明花 臨　楊峴

奨励賞 書道 齋藤　誠 西句橋



奨励賞 書道 島河　悠梨 橘直幹詩

奨励賞 書道 綿谷　華菜 臨　元珍墓誌銘

奨励賞 工芸・クラフト 澤﨑　明美 メッシュワークセーター（桔梗）

奨励賞 工芸・クラフト 瀧見　直子 ＤｒｅａｍⅡ　時を越えて

奨励賞（無鑑査推挙） 工芸・クラフト 橋本　一弘 乾漆銘々皿「風物詩」

奨励賞 工芸・クラフト 山田　秀和 香炉【鍛金】

奨励賞 工芸・クラフト 山本　毬子 水車小屋

奨励賞 写真 伊部　敏雄 待ち人

奨励賞 写真 大関　良雄 遠い思い出

奨励賞 写真 酒井　次子 仲良し

奨励賞 写真 笹原　匡央 憩いの場

奨励賞 写真 品川　敏男 神渡し

奨励賞 写真 谷口　正光 晩秋

奨励賞 写真 塚田　玲子 バケーション

奨励賞 写真 福岡　幹子 VIVA Bentley

奨励賞 デザイン・イラスト 竹内　喜世子 めがね

奨励賞 デザイン・イラスト 前田　愛花季 鉢植えの中の少女

奨励賞 デザイン・イラスト 松村　菜穂美 星座ワンピース

奨励賞 デザイン・イラスト 吉江　貴史 時の移ろい


