
部 門 大 賞 部 門 大 賞 部 門 大 賞 山本　末之（写真）
(宮崎市長賞) (宮崎市長賞) (宮崎市長賞) 奥村　羊一（立体）

髙橋　賢司朗 塚田　耕平 長浜　美喜子 脇元　裕子 吉木　浩美 金丸　厚子 （書）
緒方　信夫（写真）

特　選 特　選 特　選 野元　郁雄 （書）
松村　菜々子 横山　満香 高山　亜佐子 松元　妙子 鈴木　孝則 長谷川　正純（書）

森山 楓 米良 洋則 熊本 博治 上地 峰夫 長﨑 美智子（書）

立 体　部 門 書　部 門 写　真　　部　門 無 鑑 査 出 品 者

部 門 大 賞

平　面　　部　門

(宮崎市長賞)

特　選

森山　楓 米良　洋則 熊本 博治 上地　峰夫 長﨑 美智子（書）
岩﨑　伸吾 後藤　由香里 中武　達夫 山元　登吉（立体）

西原　浄子 （書）
奨 励 賞 奨 励 賞 奨 励 賞 久保　淳子 （書）

佐藤　未遊 寺原　瞭 古川　信男 渡辺　裕美 河野　秋子 井上　正光（平面）
川村　定子 根立　金次郎 中野　貴美子 山野　博子 （書）
渡邊　美咲 坂元　勝美 日高　俊雄 甲斐　富美（平面）

黒木　啓一 （平面）
横山　靖子（平面）
日高　輝雄（平面）

黒木　すま子 服部　百合子 津田　辰子 中村　レイ子 篠原　智子 岩本　洋子 和田　保 伊東　武明
小野　麗子 押川　良子 長友　典子 横山　定夫 蛯原　富貴子 阿部　ツユ子 西山　悌治 酒井　邦子
椎葉　かずみ 篠原　孝治 沓掛　治男 米良　洋則 岡田　淳子 松浦　安雄 種子田　重幸
川越　邦子 德丸　恵子 切畑　一俊 山本　文人 岩元　沙紀 田﨑　髙伸
追立　英与 河野　昌子 松島　瑞枝 加来　信俊 野﨑　正子 見山　紗和子 清水　眞由美 玉田　弘嘉

立 体 部 門　入 選 書 部 門　入 選

無鑑査となられた方
今回の受賞により

写 真 部 門　入 選

奨 励 賞

平　面　部　門　　入　選

増田　昌久 米山　弘子 長友　絹子 土屋　まさ 郡　勝代 矢野　紘成 長友　鉄朗 杉本　平 【写真部門】
原　宮夫 金丸　祐希 丸山　寿子 桑田　九洲男 齋藤　学 二見　耕史 河野　郁夫 中村　弘之 中武　達夫
髙城　光子 田代　星香 黒木　義勝 中平　睦 井ノ久保　福 岩切　英子 長友　義昭 村田　公尚 　　受賞暦
坂本　義彦 髙田　真緒 財部　利夫 甲斐　史郎 植田　哲年 黒木　千鶴 松山　敏子 服部　健一 　　　第33回：特選受賞
加藤　幸代 稲岡　朱美 中原　豪　 竹上　奈美 山崎　実千代 佐伯　常子 亀澤　良三 黒木　憲夫 　　　第34回：大賞受賞
牛嶋　裕子 小原　梨奈 福元　瑩 井川　サヨ 鈴木　眞理子 中武　美恵子 深田　国男 松本　一郎 　　　第35回：特選受賞
橋口　節代 長友　穂高 若杉　早苗 ジェームス　ハリス 大橋　京子 笠木　正嗣 宮﨑　幸雄 古川　寿美
田代　久子 上西　結貴 松田　舞 山根　惠子 江藤　修二 高橋　洋子 中村　好幸 黒木　朋子
土屋　健一 國武　香 寺原　誠一 濱田　美惠子 新原　桂子 黒木　知之 中武　聖芳 阪元　英士
湯浅　明 鳥居　達史 伊藤　有紀恵 大平　紘実 江夏　和代 甲斐　久子 財部　孝一 近藤　文雄
鍋倉　清子 児玉　千枝子 伊東　典子 安部　保 皆内　明子 吉永　千鶴子 ひとつき　尚敏 石田　恵子
吉村　美枝子 右田　浩一 川口　正博　 甲斐　ルミ子 小川　寿美子 江田　美代子 図師　猛彦 浜田　聰
山内　優 黒木　康子 六田　いせ子 佐藤　江里 久保　奈月 松浦　義貴 有馬　奈緒子
藤野　真知子 竹井　成美 青木　郁美 太田　有紀 長峰　雲平 佐々木　蔚彦 関屋　忠実
田口　節子 朝稲　悠加 池脇　美千代 岩浦　恭子 野間口　悦子 佐々木　喜美枝 畑中　良和
大野 篤則 家村 美玲 杉田 政幸 児玉 和音 田上 真寿子 歌津 賢治 石谷 幸保大野　篤則 家村　美玲 杉田　政幸 児玉　和音 田上 真寿子 歌津 賢治 石谷　幸保
森　憲正 日髙　美樹 星平　知美 田村　光子 堀内　信彰 進藤　昇 海老原　能成
西山　隆 矢野　雄 立山　美則 中野　裕佳 荒武　実希香 池田　文夫 鈴木　久人
中村　キミ子 森田　恒子 松下　太紀 鳥井　和子 冨永　美恵 徳留　郁男 岩田　文代
髙妻　由治 高橋　太 松浦　亜子 岩田　泰治 脇田　宜子 田中　正紘 岩田　德男
菅　弘子 松浦　ちづこ 黒木　千保子 立山　顕利 青山　邦子 大木　健至 藤田　洋子
伊藤　昭 木原　幸子 井　厚見 大山　京子 甲斐　富美 池田　章夫 藤田　光彦
中武　道博 小畑　みどり 森木　薫 城戸　美代子 有馬　順子 綾　順博 丸山　勝己
緒方　睦 石山　好子 押方　芳徳 児玉　義久 永冨　裕子 大野　紘一郎 新名　浩樹
あんらく　ようこ 大山　良子 森岡　弘子 井戸川　良子 興梠　博昭 山本　直之 春口　五男
森川　礼子 大塚　梨紗子 中平　勝明 中武　美智子 安藤　英昭 大野　紘子 佐藤　隆喜
大浦　敦子 川﨑　きよ香 西内　裕子 平郡　啓子 黒岩　悟 石橋　郁子 金丸　義郎
黒田　勝子 井上　千恵子 牧　年明 松岡　宏純 片山　佳代子 假屋　喜寛 島田　章二
黒木　伸子 平田　雅子 清山　義孝 徳永　順子 山内　励 坂元　守雄

清野　容子
上村 幸子上村 幸子
浜田　由美子
喜多村　乃婦子
椎葉　恭一郎 ※変換ができない漢字については、ご了承くださいますようお願いいたします。
川上　真理子


