
《絵画部門》
作品名 賞 氏名 居住地
移ろいてゆく人生 内野　龍太郎 加古川市
山里原景 永谷　壽啓 神戸市北区
ヒトノ木ダンス 川北　俊治 神戸市中央区
Self-portrait Avenue 佳作 藤本　隆正 西脇市
津根川純林 大西　義昭 西脇市
継－５ 杭田　恭子 神戸市西区
プロムナード 立野　稔夫 神戸市中央区
太古への想い 川東　雅子 西宮市
小さな森のシンフォニー 坪内　智恵美 佐用町
礎石 祐保　明美 佐用町
レ・モ・ン 田邉　秀子 姫路市
サンゴの海 松岡　順子 芦屋市
レースと六つの洋梨 野々　なずな 明石市
森に生きる 板谷　明美 加東市
ぶどう畑の真珠の村 河﨑　俊也 尼崎市
月の船 原　ちとせ 丹波市
細工の宮（神々） 堀　敏文 姫路市
枯れゆく青葉 梅﨑　秀夫 神戸市西区
その時・・・ 金崎　佳子 南あわじ市
クルーズで憩う人々 石田　輝男 明石市
涼風 佐藤　二美 伊丹市
伝承七福神 山本　竜偉 加西市
鯉のぼり 浦辺　民子 西宮市
朝の厨房 千﨑　勝廣 赤穂市
もも色宙返り 柏村　文路 宝塚市
桜の下 佳作 丸尾　邦典 姫路市
Section 佳作 木原　幸志郎 姫路市
Living 木原　健志郎 姫路市
時季のシグナル 特席　県展大賞　一席　部門大賞（知事賞）松井　幸子 神戸市西区
昼下がりの街角 池田　瑞子 神戸市灘区
奥の部屋には・・・ 古賀　由美子 姫路市
丘から眺める遠方風景 大木　豊 丹波市
奇妙な化石（視） 小谷　晋 神戸市須磨区
夏潮来たる 髙橋　寬 神戸市西区
旅の記憶 加登　和子 伊丹市
過ぎゆく時 木庭　隆子 神戸市西区
突然変異 松島　英樹 神戸市灘区
食肉用家畜・豚 五十嵐　佳容 芦屋市
宙 藤村　温子 姫路市
冬の青桐 金丸　英子 三木市
イター 佳作 藤尾　清宣 明石市
さあさあ、どうぞ！ 三席　神戸新聞社賞　 原　淸 神戸市西区
KHAOS 鈴木　麻里 神戸市垂水区
風化シリーズ（賽の河原） 二席　兵庫県立美術館賞　 中村　淳典 高砂市
空 椿野　聖梨 朝来市
ピーチクパーチク 有馬　真美子 小野市
agate 佳作 荻野　沙紀 西脇市
Bottom 佐藤　泰司 神戸市中央区
月光 横山　裕美 三木市
あなたは知らない。 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 奥野　久美子 芦屋市
アズレージョタイルのある窓辺 上山　昌代 姫路市
南の島 田中　明美 洲本市
臨む 戸田　新一郎 神戸市灘区
明日は見えないけれど 水野　洋子 姫路市
時の移ろい 藤原　美南 明石市
物語のつづき 浅田　祐加 神戸市西区
残されたもの 浅川　さちえ 神戸市東灘区
白い野花 田中　有作 西宮市
ヒマワリーナ 島田　勝 豊岡市
氷河に映る曜変天目模様 三方　斌彦 加古川市
流れるもの 由良　郁子 神戸市東灘区
in and out 桃尾　良継 神戸市西区
仲間 酒井　彩花 小野市
暮夏のにぎわい 瀬川　敏子 神戸市垂水区
祭りの殻 柳　実緒 神戸市垂水区
生きる 前川　直子 丹波篠山市
応えてください 長谷　知弦 神戸市東灘区
無題 宗行　里々子 神戸市灘区
ミエナイ　ケド　アルモノ－追いかけて 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 相良　みつよ 神戸市須磨区
初夏の丹波／立杭 大西　次丸 神戸市西区
PRAHA OLD TOWN 亀井　蘭 神戸市垂水区
シンが折れる前に 河本　葵衣 小野市
書写山の古木 渡辺　直樹 姫路市

《彫刻・立体部門》
作品名 賞 氏名 居住地
恵寿比舞 三席　神戸新聞社賞　 藤本　尚隆 西脇市
六方華 二席　兵庫県立美術館賞　 堀越　渡 市川町
二重瞼 佳作 吉良　幸弘 丹波市
どれも遠い記憶 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 門脇　済美 神戸市垂水区
はねたがり 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 松田　華 神戸市須磨区
夢の記憶 一席　部門大賞（知事賞） 村上　佑介 伊丹市



《工芸部門》
作品名 賞 氏名 居住地
求愛 岡田　善嗣 加古川市
プロポーズ 佳作 岩井　隆 三田市
スワサワ　アサヒ 二席　兵庫県立美術館賞　 松尾　信一 加古川市
釉下彩磁器鉢　木もれ陽 佳作 十川　加代子 西宮市
陸に上った脊椎海月 田中　ひろや 丹波市
水しぶき 佳作 山縣　礼子 神戸市西区
そして冬になる 奥野　多佳子 大阪府豊中市
古き仲間たちⅣ 一席　部門大賞（知事賞） 村上　満 神戸市兵庫区
遠望 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 高谷　敏正 加古川市
兵士の帰還 溝尾　眞理子 淡路市
Various Ovals 三席　神戸新聞社賞　 岡井　光代 西脇市
青い器 髙田　輝二 明石市
魂 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 石田　慎 丹波市
Revolve hexa 山本　諭 播磨町

《書部門》
作品名 賞 氏名 居住地
露草の花 西川　純子 西脇市
これやこの 佳作 池永　萠南 神戸市西区
潮 山本　好永 三田市
激 佳作 壱岐　翠苑 三田市
夏夜 一席　部門大賞（知事賞） 横手　希翔 洲本市
荒城の月 佳作 稲田　白扇 高砂市
玉臺観二首 山本　春麗 加古川市
寄贈王十將軍承俊 佳作 上𠮷川　珠寳 姫路市
賓至 奥谷　清琴 加古川市
薛瑄詩 大隅　雅楓 尼崎市
送友人之淅中 有年　燿月 赤穂市
五月雨に 三席　神戸新聞社賞　 森岡　郁恵 姫路市
杜甫詩 長田　黄蘭 神戸市須磨区
鹿島鳴秋の詞 四席　(公財）兵庫県芸術文化協会賞 松浦　青娥 姫路市
牡丹 黒瀬　尚美 高砂市
煌 茂田　翔 尼崎市
白居易詩 青野　彩水 姫路市
岳岱詩 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 井口　玉泉 姫路市
瞬 安田　壽巳江 神戸市垂水区
修 廣末　規子 神戸市東灘区
へきたん 二席　兵庫県立美術館賞　 田中　敏子 神戸市北区
漢詩 久保　杏奈 神戸市中央区
五言律詩 山本　彩華 姫路市
春夜喜雨 佳作 平岡　かね子 赤穂市
岑參之詩 小谷　荷香 上郡町
卜算子 宮本　華逕 相生市

《写真部門》
作品名 賞 氏名 居住地
晩春に泳ぐ 佐野　正章 神戸市北区
ラクダモーニングの刻 岸本　一二三 神戸市灘区
極寒の朝練 高橋　三𠮷 加古川市
早春の六甲山上 上野　純子 神戸市西区
You・ひとり旅 山下　隆司 神戸市中央区
時空遺産 大原　正章 三木市
Three　gaps 林　由喜夫 三田市
ベニスの「春」 佳作 髙橋　喜久雄 神戸市北区
春の来客 増本　隆弘 加古川市
はじける若者 清瀬　いちろう 姫路市
太陽の塔のある風景 北川　喜則 神戸市垂水区
惜春の公園 須崎　哲哉 加古川市
アートアニマルランド残照 早川　麗子 神戸市垂水区
時空 中野　寛司 神戸市中央区
慈愛 赤松　昌哉 神戸市中央区
里山の思い出 烏田　建夫 加東市
子育て 髙木　研璽 神戸市西区
アートフェイス 酒井　美貴子 神戸市東灘区
悠久の銀河 納庄　ツネ子 三木市
万華鏡 山本　節子 神戸市長田区
ロンリーライフ 増田　茂 神戸市灘区
朝の調教 広瀬　元治 神戸市北区
路地裏 亀井　信彦 神戸市兵庫区
海の掃除人 荒木　透 西宮市
隧道のアンサンブル 村上　光臣 西脇市
決闘 高田　恭子 稲美町
夏陽 栗木　芳隆 神戸市灘区
世界遺産を守って 南　秀人 神戸市灘区
令和のお日様に祈りをこめて 井上　勉 丹波市
記憶の継承 馬場　和正 三田市
奥大井湖上駅 宮下　吉造 神戸市須磨区
未知への誘い 高橋　文代 神戸市中央区
パパの背中 粟飯原　誠一 尼崎市
ポニーテール 一席　部門大賞（知事賞） 山本　洋子 神戸市垂水区
雨あそび 高橋　英幸 神戸市中央区



巣作り 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 藤原　秀 加東市
沐浴 三席　神戸新聞社賞　 大國　由紀子 明石市
高山静なり 山本　裕明 加古川市
一歩先のステップ 稲継　正人 丹波市
引き潮のとき 谷　登志朗 姫路市
無限 浅尾　建次 姫路市
最後の輝き 佳作 石田　泰彦 小野市
ブルーモーメントの着陸 柏木　正 神戸市西区
霧の高原 的野　博司 神戸市須磨区
旅の終りに 川端　昭延 三木市
道草 松本　義明 丹波市
夢想 佳作 石田　弘之 加東市
春宵一刻 中島　威 豊岡市
ねこみゅにけーしょん 二星　幸弘 神戸市東灘区
令和元年の子 摩耶　喜代子 神戸市東灘区
車窓映え 粂田　尚子 三木市
楽しく田植え体験 藤本　尚三 三木市
高架下商店街 鈴木　博 神戸市須磨区
へん顔 岡本　美知子 三木市
海鳴りの朝 大西　勝 神戸市西区
シャボン玉とんだ 澤　勝弘 神戸市垂水区
真夏の夜の夢 明石　けい子 神戸市北区
KOURIN 竹下　雅道 たつの市
氷瀑 寺尾　昭男 多可町
ホオヅキ 佳作 島津　貴充 宝塚市
夏霧の六甲山上 向井　章二 神戸市灘区
炎炎勇往 國廣　篤 神戸市西区
麦秋混沌 加藤　英治 宝塚市
真夜中のしらす漁 岡本　嘉代子 西宮市
縄張り番 宮田　陽子 神戸市東灘区
ママは総監督 二席　兵庫県立美術館賞　 岡田　美恵子 姫路市
雨の桟橋 西村　俊裕 三田市
激走 大前　保夫 丹波市
街角マジック 上村　隆夫 神戸市中央区
紅い視線 西山　重樹 神戸市東灘区
冬夜　爆ぜる 小倉　三千子 宝塚市
祭り物語 佳作 荒木　郁子 神戸市北区
それぞれの路地裏 新里　勇生 神戸市灘区
思いやり 田中　亜希 神戸市灘区
怒濤 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 川﨑　克洋 伊丹市
役者 清水　晴夫 西宮市

《デザイン部門》
作品名 賞 氏名 居住地
動物の祭 佳作 石田　貢 川西市
環境御触書 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 寶山　和久 赤穂市
渺茫 三席　神戸新聞社賞　 大河　琉香 加古川市
安全第一 二席　兵庫県立美術館賞　 亀井　啓二 神戸市灘区
戦舞 佳作 李　承鋭 加東市
BAHCHIYAN 佳作 池川　實 神戸市須磨区
雨の譜面 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 長松　朋美 神戸市垂水区
こころ 佳作 はにおか　ひさこ 神戸市北区
これはおもちゃ？それともリアル？ 一席　部門大賞（知事賞） 太田　美波 神戸市灘区
しろくろ 佳作 土井　千恵美 西宮市

※旧字体で変換できない文字は、新字体で対応しています。ご理解をお願いします。


