
第 15回たつの市美術展 入賞者一覧 
 

                日 本 画 の 部                

 

賞  題 名  制作者名 住 所 

市長賞 華 米田 三枝 姫路市 

議長賞 芽花椰菜 前田 由美子 たつの市揖保町 

教育委員会賞 柳青めて鴨が去り 冨士谷 淳 たつの市揖西町 

文化協会賞 参道 金治 朝子 たつの市龍野町 

美術協会賞 想起 真殿 裕美子 たつの市龍野町 

神戸新聞社賞 椿咲く 森川 孝子 揖保郡太子町 

龍野ロータリークラブ賞 卓上 内海 一紀 揖保郡太子町 

龍野ライオンズクラブ賞 陽光 中島 聡子 たつの市龍野町 

奨励賞 あそぶ 久保田 正子 たつの市揖西町 

〃 畦道に咲く 岩倉 和代 たつの市揖西町 

 

                洋 画 の 部                

 

賞  題 名  制作者名 住 所 

市長賞 小運河 土井 八重子 たつの市龍野町 

議長賞 石炭燃やせ 和田 茂樹 朝来市 

教育委員会賞 ドライフラワーとビオラ 盛岡 美代子 揖保郡太子町 

文化協会賞 スクラップ・破 澤井 和夫 明石市 

美術協会賞 過去への扉 高畠 祥夫 たつの市龍野町 

神戸新聞社賞 Ｄｒａｇｏｎ Ｐａｌａｃｅ 福田 秀行 揖保郡太子町 

龍野ロータリークラブ賞 いい夢みてる？ 米谷 安史 赤穂市 

龍野ライオンズクラブ賞 大根（旅の終り） 井上 美穂 姫路市 

奨励賞 河畔の景観 木下 弘 たつの市揖保川町 

〃 昔懐かし 永田 以智惠 岡山県岡山市東区 

 

                工 芸 の 部                

 

賞  題 名  制作者名 住 所 

市長賞 古き仲間たちⅦ 村上 満 たつの市神岡町 

議長賞 ボディ 難波 聖 神戸市垂水区 

教育委員会賞 思いの儘 坂元 孝行 姫路市 

文化協会賞 ツイスト 繁治 廣光 たつの市新宮町 

美術協会賞 風音の中で 西村 真由美 神崎郡福崎町 

神戸新聞社賞 Peace Prayer 富井 泰三 たつの市新宮町 

龍野ロータリークラブ賞 焼しめ手桶 “いにしえ” 秋田 里美 宍粟市 

龍野ライオンズクラブ賞 祈念 谷 健三 姫路市 

奨励賞 竹衝立 澤田 千秋 神崎郡市川町 

〃 ゴーヤ 山本 美智子 たつの市揖保町 
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                書 道 の 部                

 

賞  題 名  制作者名 住 所 

市長賞 山の黄葉 森 政信 たつの市揖西町 

議長賞 蘇頲之詩 永本 壽彩 姫路市 

教育委員会賞 蘇大年詩 前田 久美子 たつの市龍野町 

文化協会賞 調和体 野谷 百花 宍粟市 

美術協会賞 暁霜秋一籬 久保 雙龍 たつの市龍野町 

神戸新聞社賞 漢詩 柳生 春堤 たつの市揖保町 

龍野ロータリークラブ賞 壽者衆善之首 小林 里菜子 姫路市 

龍野ライオンズクラブ賞 和歌二首 片岡 眞佐子 たつの市龍野町 

奨励賞 觀獵 小谷 荷香 赤穂郡上郡町 

〃 顧協詩 三河 雅史 たつの市誉田町 

 

 

                写 真 の 部                

 

賞  題 名  制作者名 住 所 

市長賞 みずすまし 田中 一典 たつの市新宮町 

議長賞 荒れる日本海 古林 邦夫 豊岡市 

教育委員会賞 星が降る 浦野 康宏 姫路市 

文化協会賞 ちびっこ消防隊 内海 健一 姫路市 

美術協会賞 森のトンネル 得能 進 たつの市龍野町 

神戸新聞社賞 カワセミ 野勢 数馬 赤穂市 

龍野ロータリークラブ賞 居組漁港夜景 清瀬 いちろう 姫路市 

龍野ライオンズクラブ賞 宵の舞 高取 宏樹 岡山県備前市 

奨励賞 始まりの日に 岩崎 清成 姫路市 

〃 万灯会 山本 悦郎 高砂市 

〃 明日への道 北本 恒雄 姫路市 

〃 Midnight Show 松本 敏信 姫路市 

 

 


