
井上　千恵子 石山　好子

谷口　広絵 佐藤　彩菜 香月　彩希 歌津　賢治 亀澤　良三

米山　弘子 德永　紘志郎 井　厚見 𠮷岡　憲生

杉本　和音 平嶋　みゆき 城　弘 金川　ちはる 岩田　文代

松浦　直樹 渡邊　忠彦 池田　百々花 海老原　能成

渡邉　満 下大園　佳 中平　睦 髙山　雅晴 有馬　涼夏 岡原　紀代美 八谷　茂子 ★ 日髙　耕平 松浦　義貴
後藤　梢 二之宮　政雄 與　和男 時川　和大 瀬戸口　凌 米良　夏佳 田上　真寿子 長友　義昭 弥富　由宜子
川越　珠希 川村　定子 加藤　洋子 ★ 瀬戸口　凌 郡　勝代 杉尾　麻美 佐伯　常子 佐藤　隆喜 岩田　德男
榮　紅里 坂元　康祐 松浦　亜子 ★ 佐々木　学 日髙　喜美子 山内　あかり 辻本　美菜子 髙島　純子 田村　万畝夫
岩切　涼香 中村　セツ 多賀谷　寛 新鍋　芳雄 池田　芳枝 髙木　弘貴 熊本　博治 春口　五男 染矢　敏雄
魚見　侑加 川北　一彦 津々木　寛 藤元　美月 池田　繁安 多田　愛望 上村　幸子 湯浅　芳彦 秋本　伸行
大野　奈々 吉賀　あずみ 仲谷　英 宮本　真由 黒木　主税 岡田　淳子 一木　香代 石井　偉雄 山村　裕
辻　佳甫 河野　龍空 宮西　爽香 中武　卓 大橋　京子 増野　爽夏 松岡　昌子 黒木　憲夫 松浦　安雄
緒方　浩子 岩﨑　紗弥 野田　宗一郎 坂下　千代子 坂元　知子 興梠　亜佑実 伊藤　晶子 飯干　祐一 中武　悠哉
矢野　雄 長嶺　有紗 有木　正浩 安井　順一 柚木園　菜月 後藤　野乃佳 甲斐　松己 小八重　学 土居　芹夏
中島　郁美 日髙　翼 川添　銈子 甲斐　史郎 ★ 米良　洋則 鋤田　典子 ★ 西田　裕也 河野　郁夫 橋口　大輝
芹川　栄子 東　明日翔 森木　薫 谷村　徳幸 ★ 齋藤　学 西井　行男 片山　佳代子 河野　秋子 杉本　平

★ 小谷　奏絵 中津　香夏美 安達　昌子 久高　唯徳 原　侑莉香 ★ 黒木　留理 田村　泰子 宮﨑　幸雄 ★ 中村　レイ子
森田　恒子 中　陽仁 岡本　栄乃 柴田　美澄 村田　庵 吉川　ルミ子 有馬　順子 興梠　良人 新名　英住
堀　順子 加藤　蓮 長友　誠 大野　篤則 宮本　真由 山下　寿子 児玉　憲文 佐藤　裕一 大隅　良充
上村　義郎 佐藤　貞子 大西　唯吉 德丸　恵子 時川　和大 脇田　宜子 工藤　美智代 佐藤　則子 川井　冨士男
甲斐　ルミ子 長岡　林 西田　敏子 柳原　真由美 ★ 藤元　美月 山内　涼子 山内　励 加藤　孝二 田村　希見子
矢野　照久 川道　順子 斉藤　泉 長友　洋子 吉田　のな 西山　悌治 甲斐　萌水
黒木　康子 上水流　剛 森　憲正 藤野　真知子 福嶋　規見子 和田　保 岩切　ひろみ

追立　英與 中武　明日香 谷口　博俊 中平　勝明 武本　京子 ★ 古川　寿美 丸山　勝己

永友　充子 安田　野有 ★ 松村　洋斗 緒方　睦 村田　隆敏 ★ 坂本　由梨

上村　真治 矢野　優華 中村　博子 松島　瑞枝 中武　達夫　（写真） 野元　郁雄　（書） 木脇　文三 一宮　敬紀
三重　朋恵 利岡　由里奈 久保園　由梨 黒木　治光 井上　正光　（平面） 金丸　厚子　（書） 田中　正紘 村田　公尚
田村　留雄 金丸　大悟 中元　夏穂 河野　昌子 長﨑　美智子　（書） 向井　幸晴　（平面） 関屋　忠実 杉尾　瑞希
川越　邦子 棚町　天渡 財部　綾 右田　浩一 植田　哲年　（立体） 東　時子　（立体） 徳留　郁男 渡邊　忠彦
山下　愛子 川口　澪 小川　ひかり 日高　トヨミ 緒方　信夫　（写真） 久保　淳子　（書） ★ 山本　偉守 佐々木　蔚彦
富谷　豊 西川　正悟 澁谷　栞 ★ 後藤　麻夫 鈴木　眞理子　（平面） 石川　浩司　（立体） 園田　栄二 佐々木　喜美枝
青木　郁美 中村　航大 日高　亜里紗 今別府　美保 長谷川　正純　（書） 宇都宮　真理子 大野　紘子
牧　年明 大野　博文 猪俣　佳歩 平川　葵 堤　芳雄 戸髙　三男
武藤　隆子 黒木　のぶ子 稲尾　京香 ★ 岡原　礼佳 小城　和男 宮部　知明
平部　成 阪口　淑子 遠目塚　駿 吉田　のな 一木　尚敏 清水　眞由美
相田　恵 石井　宏明 森園　雅代 谷口　裕一 米山　弘子 井　厚見 湯淺　厚子 江藤　寿美
濱砂　裕一 長友　美枝子 ★ 入佐　幸雄 黒木　知之 歌津　賢治 大元　重行 杉本　和音

※受付番号順の掲載です。

平面部門　入選者
立体部門
入選者

書部門　入選者 写真部門　入選者

第４１回宮崎市美術展の入賞・入選者を発表します。
平成28年10月29日

宮崎市

髙橋　邦雄

写真部門　入賞者

青山　邦子 落合　佳代特　選

奨励賞

部門大賞

平面部門　入賞者

無鑑査出品者

今回の受賞により無鑑査になられた方

立体部門
入賞者

書部門　入賞者

石塩　量太 松本　郁代金丸　愛莉

渡邉　万廣

兒玉　千惠里 黒木　知之

氏名の前の★は賞候補となった方です。


