
【日本画】

賞名 題名 出品者名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 閑日２ 柳澤 秀子 84 女 群馬県

神奈川県知事賞 湯のか小雨 佐山 康雄 72 男 福島県

横浜市長賞 有楽街灯 松川 勝昭 86 男 静岡県

川崎市長賞 淡雪に凄む三千院 松井 典子 81 女 山梨県

相模原市長賞 古刹の径 青山 裕美子 68 女 福井県

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
華やぎの季 大槻 勝美 79 男 宮城県

金賞 寒冷の譜 川地 勲子 81 女 岐阜県

悠久 房安 栄子 71 女 鳥取県

希望 中山 ミキ 72 女 埼玉県

旅の記憶 真鍋 妙子 81 女 愛媛県

華麗な舞 藤井 由佳子 82 女 山口県

秋気 古谷 三七子 79 女 山梨県

陽春 深瀬 綾子 92 女 高知県

コスモス 山口 喜吉 96 男 山形県

滝つ瀬 鷹取 信子 98 女 福岡県

＜審査員＞

山中　本士 　日本美術院特待

湯山　東 　日本美術院院友
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銀賞

銅賞

最高齢者賞
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【洋　画】

賞名 題名 氏名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 船舶港夕映え 熱田 和博 71 男 神奈川県

神奈川県知事賞 夏の母子 丹野 寛子 68 女 山形県

横浜市長賞 猿の一種 村上 潔 73 男 大阪府

川崎市長賞 オアシス 堀 和信 75 男 大分県

相模原市長賞 大地の創造、想像を超えて 和田 道弘 82 男 神奈川県

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
牛代の水目桜 櫻井 和哉 68 男 静岡県

金賞 '21あづみ野の秋 藤原 まさ惠 75 女 長野県

アテネ旧市街 黒田 陽子 79 女 鹿児島県

草枯れる 大村 利朗 83 男 静岡市

美保子40才 加賀 誠子 69 女 秋田県

真昼の船屋 西井 健太郎 84 男 石川県

移ろいの彩 井戸口 征子 79 女 長崎県

五色のひびき 望月 幸次 77 男 静岡市

錦帯橋 守岡 福美 91 男 山口県

時空をこえて　共に学び共に輝く 片山 たま 88 女 富山県

＜審査員＞

渡辺　豊重

甲田　洋二 　武蔵野美術大学元学長

銅賞

銀賞

最高齢者賞

　画家　彫刻家
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【彫　刻】

賞名 題名 氏名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 切れたロープ　ひやり・ハット 嶌田 敏幸 85 男 滋賀県

神奈川県知事賞 常民 谷 由樹 72 男 長野県

横浜市長賞 黒い顔の２匹のひつじ 馬渕 誠 71 男 浜松市

川崎市長賞 若い人 大場 啓史 86 男 静岡県

相模原市長賞 うさぎ 小板橋 秀雄 75 男 栃木県

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
木の根とカエル 松 健次 76 男 熊本県

金賞 指定席 小田 久義 64 男 愛媛県

窓 引地 兼二 87 男 山形県

風に揺られて響きあう 田中 繁滿 86 男 山口県

かのん 土門 浩 82 男 山形県

まなみ 岡野 好江 73 女 広島県

わんぱく坊主の絆 渡部 龍彦 71 男 愛媛県

水音 西村 顕 71 男 高知県

春待ち 小林 志げる 92 男 栃木県

空吹（狂言面） 三浦 郁子 98 女 京都府

＜審査員＞

藤嶋　俊會 美術評論家連盟会員

峯田　敏郎

銀賞

銅賞

最高齢者賞

　上越教育大学名誉教授　国画会会員
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【工　芸】

賞名 題名 氏名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 静韻 佐々木 隆 74 男 山形県

神奈川県知事賞 時のいたずら 西濱 妙子 74 女 奈良県

横浜市長賞 青龍 阿部 繁夫 72 男 宮城県

川崎市長賞 和紙ちぎり絵　月下美人 太田 恵子 77 女 福岡県

相模原市長賞 白亜の花器 細谷 隆 74 男 茨城県

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
新からくさ文文庫 髙橋 幸雄 93 男 岩手県

金賞 木田木木　乗用型木製玩具 日髙 四郎 79 男 鹿児島県

秋灯 髙田 洋子 67 女 愛媛県

群れる 鈴木 辰哉 70 男 静岡県

双頭扁壺 中友 徳一郎 76 男 北九州市

ゆめみる大きな長ぐつ 難波 昭子 79 女 神戸市

松葉蟹 山田 武津男 74 男 鳥取県

喜寿の想い〇△□ 瀬尾 君子 80 女 広島県

伐折羅像 山内 幸治 97 男 三重県

パッチワーク　そよかぜの丘 水谷 みち子 97 女 三重県

＜審査員＞

春山　文典

林　香君

銀賞

銅賞

最高齢者賞

　　文星芸術大学名誉教授　現代工芸美術家協会監事　日展会員

　　横浜美術大学元学長　日本芸術院会員
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【　書　】

賞名 題名 氏名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 高啓詩 大西 玉菁 72 女 愛媛県

神奈川県知事賞 古今集９首 金子 博明 86 男 徳島県

横浜市長賞 十四字句 渡慶次 逸子 74 女 神奈川県

川崎市長賞 稲畑汀子の句 戸内 和子 86 女 福島県

相模原市長賞 司馬昞妻孟敬訓墓誌銘 大西 浩司 79 男 京都市

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
花石亭 成宮 由美子 65 女 滋賀県

金賞 良寛禅師詩 金子 静雲 83 男 埼玉県

事 小谷 紀美 78 女 高知県

待ちぼうけ 鈴木 賢三 83 男 浜松市

書譜 岩田 トク子 77 女 神奈川県

社甫詩　秋興四首（其の一、其の二） 北野澤 大雲 62 男 宮城県

孟浩然に贈る 大久保 豊子 89 女 福岡県

業平集より 藤原 節子 83 女 岩手県

格言４題 幸山 治 100 男 徳島県

菜花 西澤 綾子 102 女 静岡市

＜審査員＞

上松　桂扇

大谷　直子

銀賞

銅賞

最高齢者賞

　　毎日書道展会員　独立書人団審査会員

　　毎日書道展審査会員　独立書人団参事
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【写　真】

賞名 題名 氏名 年齢 性別 地域名

厚生労働大臣賞 春の宵 前出 正昭 73 男 滋賀県

神奈川県知事賞 ラブコール 岡崎 光夫 80 男 大分県

横浜市長賞 極寒のしらす漁 図師 和代 75 女 鹿児島県

川崎市長賞 職人 尾崎 勝彦 78 男 長崎県

相模原市長賞 喜色満面 筒井 崇博 75 男 長野県

一般財団法人
長寿社会開発センター

理事長賞
円熟の笑み 松浦 眞一郎 75 男 静岡市

金賞 孤高 古閑 マス子 92 女 北九州市

激走 吹抜 洋美 89 男 広島県

ブータン国花 大峪 やす子 75 女 三重県

仲良し兄弟 貝本 泰男 74 男 奈良県

霧の香 佐藤 武美 72 男 茨城県

今日も喜びに満ちて 北山 末子 78 女 浜松市

雪下ろし 梅田 壮一 78 男 岐阜県

気嵐 谷口 輝雄 89 男 石川県

彼方の幸 小林 敬子 84 女 山梨県

＜審査員＞

山田　信次

藤森　邦晃

最高齢者賞

　写真専門誌「フォトコン」編集長

　日本写真作家協会監事

銀賞

銅賞


