
《絵画部門》
作品名 賞 氏名 居住地
遠き光 石川　公雄 加古川市
Monochrome Victory of winter 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 藤本　隆正 西脇市
浅き夢見し雨上り 川北　俊治 神戸市中央区
うれしや　よろこばしや 山本　竜偉 加西市
ポルトの夏 小松　晶子 明石市
骸 三席　神戸新聞社賞　 芝　茂雄 尼崎市
彼方仰いで 大西　義昭 西脇市
春の通り路 松井　幸子 神戸市西区
二十四才 澤田　浩二 加古川市
堰 奥村　誠 西宮市
遊び疲れて 藤尾　清宣 明石市
裸婦 内野　龍太郎 加古川市
古代の刻 杉江　喆子 姫路市
小さな森のオーケストラⅢ 坪内　智恵美 佐用町
箱舟 山本　文昭 猪名川町
私の時間 阿部　道子 姫路市
森に宿る命 梅﨑　秀夫 神戸市西区
明歴々 五十嵐　佳容 芦屋市
オリエント 福岡　幸三 神戸市長田区
街角でふたり 亀井　蘭 神戸市垂水区
火山と茶畑のある風景 河﨑　俊也 尼崎市
レ・モ・ン 田邉　秀子 姫路市
萌 家木　緑 姫路市
雌伏・雄飛 玉井　里沙 明石市
太古への想い 川東　雅子 西宮市
秋の日に耳を澄ませば 竹澤　弘美 猪名川町
明日 佐藤　二美 伊丹市
厨房 千崎　勝廣 赤穂市
白昼夢 塩見　秀 加西市
空 佳作 椿野　聖梨 朝来市
花の誘い 横山　進直 神戸市西区
うれしい遭遇 松田　圭子 神戸市須磨区
継－１ 杭田　恭子 神戸市西区
さぁさぁ、たべて！ 原　淸 神戸市西区
樹 平井　春子 神戸市西区
複合細工 堀　敏文 姫路市
花と女性 吉見　麻妙 尼崎市
残夏 小林　素子 神戸市北区
レゴンダンス（バリ島） 樋口　しげり 神戸市東灘区
喫茶店 森本　愛良 神戸市東灘区
古事記より赤猪子の涙 松田　朋子 豊岡市
鳥の朝 大木　豊 丹波市
鐵扉の語らい遊離 岩門　継雄 姫路市
そしてキウイ日和 佳作 小岩　眞実子 神戸市灘区
庭の片隅で 西本　輝子 神戸市北区
交錯の刻 永田　美加 宝塚市
情熱 前川　直子 篠山市
奏 髙橋　義美 西宮市
幻鳥 戸田　新一郎 神戸市灘区
たわむれ 片寄　知 三木市
signal 浅田　祐加 神戸市西区
雨音が鼓膜にとどくまで 田中　沙耶 神戸市灘区
甲八幡秋祭り 萩原　弘一 姫路市
Old picture（僕は、大鳥喰池で、手のひらで浮遊するオレンジ色に光る小さな球体を追いかける夢を見ていた。） 佳作 桃尾　良継 神戸市西区
ミエナイ法則 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
鬼子母神 井上　浩一 猪名川町
モハ６３ 小谷　晋 神戸市須磨区
黄緑色 松島　英樹 神戸市灘区
花と孫 金福　和夫 神戸市長田区
里の秋 村山　茂子 神戸市長田区
記憶のほとり 佳作 門脇　済美 神戸市垂水区
月面顔ー１７ 中村　公美 神戸市北区
脱水 一席　部門大賞（知事賞）　県展大賞 宮崎　ゆかり 小野市
転位 小瀧　幸彦 宝塚市
白い館のらせん階段 川上　昇 神戸市北区
細胞 戸坂　森一 宝塚市
青風 浅川　さちえ 神戸市東灘区
作品A 岩田　浩史 神戸市灘区
記憶色Ⅱ 笹本　しずか 三木市
WANKO! 二席　兵庫県立美術館賞　 高井　八恵子 福崎町
雨上がる 永原　清史 神戸市中央区
過ぐる日 寺田　明 宝塚市

《彫刻・立体部門》
作品名 賞 氏名 居住地
建御雷曲 一席　部門大賞（知事賞） 藤本　尚隆 西脇市
コモリンの陽光 二席　兵庫県立美術館賞　 荻野　和彦 西脇市
丹生、その限りない念いをみつめて 佳作 吉良　幸弘 丹波市
７０才立っている 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 兒玉　健二 神戸市兵庫区
石と竹の握手・８５才の挑戦 三席　神戸新聞社賞　 谷上　満夫 神戸市西区
遠くなる、もう遠い記憶のような。 佳作 門脇　済美 神戸市垂水区



《工芸部門》
作品名 賞 氏名 居住地
渚に立ちて 岡井　光代 西脇市
花紋桐箱 佳作 柳田　奈帆子 西宮市
木霊 高垣　裕子 新温泉町
瞑想猫風 一席　部門大賞（知事賞） 山田　典子 神戸市東灘区
百代の過客 芦村　美代子 西宮市
あわ・あわわん 山縣　礼子 神戸市西区
ガラパゴス・・・歩行するかいの産卵 二席　兵庫県立美術館賞　 田中　ひろや 丹波市
花園回遊 佳作 坪田　隆男 姫路市
濃淡刀３ 三席　神戸新聞社賞　 井上　武士 姫路市
Ｓｐｉｒｉｔ 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 石田　慎 丹波市
緋陶斧 檀上　幸宏 明石市
お皿 佳作 山下　宏樹 三田市
薄れゆく記憶 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 平田　真弓 神戸市西区

《書部門》
作品名 賞 氏名 居住地
主張 寺本　香波 三田市
希望 山本　好永 三田市
月下 福島　久美子 神戸市中央区
風 佳作 壱岐　翠苑 三田市
涼しき影 佳作 西川　純子 西脇市
魏野詩 川島　大華 姫路市
賴襄詩 佳作 森下　素香 揖保郡太子町
李白 上田　宏堂 神戸市垂水区
山吹の花 伊藤　味佳 たつの市
春の夜の月 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 左山　明日香 宍粟市
白居易詩 一席　部門大賞（知事賞） 佐藤　鳥海 尼崎市
薄田泣菫の詩 佳作 谷　春菀 姫路市
張華詩 吉岡　紅鸞 神戸市兵庫区
はるすぎて 池永　萠南 神戸市西区
いつしがも 西本　紗苑 神戸市北区
ゆふつくよ 二席　兵庫県立美術館賞　 鍵岡　美舟 西宮市
清風 三席　神戸新聞社賞　 八十島　聖子 西宮市
おもひ 草刈　里子 西宮市
聖果寺 平岡　映香 赤穂市
秋思 四席　(公財）兵庫県芸術文化協会賞 池本　竹風 赤穂市

《写真部門》
作品名 賞 氏名 居住地
追憶 杉本　伸英 加東市
昼下りの公園 松田　正康 神戸市北区
家路を急ぐ 佳作 吉田　清子 神戸市西区
春光 大川　礼子 赤穂市
舟影 髙橋　喜久雄 神戸市北区
記念写真 烏田　建夫 加東市
五大力大護摩 林　由喜夫 三田市
一プラス三猿の瞑想 増田　茂 神戸市灘区
Ｈａｔ・ｂａｔｔｌｅ 永田　誠吾 洲本市
牡蠣家族 三席　神戸新聞社賞　 宮田　敏幸 西宮市
都会の空間 荒岡　浩志 神戸市長田区
夢幻 越智　信男 伊丹市
shiny day 南出　健介 神戸市北区
六甲山雪景色 定元　正樹 神戸市東灘区
津軽冬景 中村　美代子 神戸市灘区
想い出 佳作 香山　勇 明石市
深海の主　上陸 高橋　三吉 加古川市
少年の春 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 山本　一郎 養父市
ゴーグルの男 稲崎　典子 神戸市北区
閑村 馬場　和正 三田市
怪魚 八代　佳子 神戸市垂水区
テトラポットの住人達 薬師　鉄也 淡路市
祝・ひな鳥誕生 摩耶　喜代子 神戸市東灘区
歴史を語る街 藤原　雅弘 神戸市北区
少子化時代 遠藤　堅衛 神戸市須磨区
休車 大槻　さかゑ 丹波市
循環城 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 前川　智洋 丹波市
夏は来ぬ 吉田　扇 神戸市灘区
思い出の故郷 大原　国男 西宮市
形相 小林　恭子 神戸市東灘区
生徒の居なくなった学舎 佳作 別所　孝司 姫路市
千倉の岩屋 谷　和代 姫路市
独りぼっち 一席　部門大賞（知事賞） 栗木　芳隆 神戸市灘区
扉の向こう側 池町　敏彦 三木市
水面アート 大槻　秀男 丹波市
青いか黄いか 二星　幸弘 神戸市東灘区
朝陽を浴びて 清瀬　いちろう 姫路市
碧き人 佳作 西森　正樹 姫路市
キャッツアイ　喜怒哀楽 田中　宏 相生市
初夏をたのしむ 上村　隆夫 神戸市中央区
フェイク　フェイク 大國　由紀子 明石市
黄昏 林　明夫 三木市



千姫の憂鬱 大田　直子 赤穂市
深淵に潜む 竹内　晴行 西脇市
白亜紀の使者 田中　利明 丹波市
お散歩 東　謙介 神戸市東灘区
虚実物語 荒木　郁子 神戸市北区
出番待ち 神月　祥江 西脇市
都会の清流　住吉川 向井　章二 神戸市灘区
時 関　保道 神戸市中央区
未確認宇宙物体 辻森　寿美 西宮市
語らい 日髙　達彦 芦屋市
霧中 冨永　萬代子 赤穂市
カサ・ミラの猫 稲留　雄一 宝塚市
村祭りの日 松本　義明 丹波市
二百十日に秋風の舞う 西澤　忠雄 芦屋市
奇妙奇想 尾﨑　寿 市川町
暗号の部屋 田中　博美 赤穂市
モザイク模様 貴島　裕 神戸市東灘区
一人で遊ぶ 大垣　賢一 明石市
だんじり 竹村　幸子 神戸市灘区
赤景 荻野　裕 丹波市
夕映えに舞う 千葉　栄子 伊丹市
海上プロムナード 山口　政宏 明石市
水玉模様の街 明石　けい子 神戸市北区
ピンクッションの花 島津　貴充 宝塚市
真昼の夢 石川　信彦 神戸市須磨区
せーのっ！ 西山　彩海 神戸市東灘区
桐・影図 山口　政子 たつの市
鵜匠 今川　楨子 たつの市
天使の誘い 藤野　稔 神戸市中央区
夏惜しむ 岡本　美知子 三木市
Lightning 中西　宏明 伊丹市
うへ山の棚田 本松　義章 姫路市
狩 谷口　亮介 神戸市西区
下校時の開放感 白川　典子 神戸市垂水区
水浴び 真殿　和子 神戸市東灘区
明日へ 上田　聰三郎 神戸市灘区
生命 二席　兵庫県立美術館賞　 天宅　俊造 神戸市北区
空の光画 相良　みつよ 神戸市須磨区
幽体離脱 塩津　節子 西宮市

《デザイン部門》
作品名 賞 氏名 居住地
Leviathan 佳作 湯浅　和美 西脇市
HYOGO150（おめでとう１５０） 一席　部門大賞（知事賞） 丸山　文絵 神戸市灘区
祭り－カミダノミ－ 池上　眞 宝塚市
私たちは、「平成」を忘れない 鬼頭　幸司 神戸市北区
道元禅食 四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 池川　實 西宮市
ＡＫＵＴＡＧＡＷＡ 三席　神戸新聞社賞　 渋谷　健 加古川市
やまのいぶきうみのかぜ 内田　勝美 神戸市北区
怒る人怒られる人・・・ 佳作 石田　貢 川西市
Are you Japanese？ 奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 田村　秀和 神戸市長田区
ひかりを運ぶコウノトリ達 二席　兵庫県立美術館賞　 三嶋　明宏 神戸市須磨区


