第5回富弘美術館詩画の公募展応募・審査結果
一般の部
応募者
都道府県数
最年少
最高齢
応募点数
応募総数

36
4
87
741

みどり市小中学生の部
応募者
小学校
8校
中学校
5校
計
13校

2,051
205
2,256

2,997点

受賞者
一般の部
大賞
森田 薫（モリタ カオル）(東京都世田谷区）「君の手」 ５２歳 女
優秀賞
小野寺 忍（オノデラ シノブ）（宮城県宮城郡）「海嘯(かいしょう）」 ７０歳 男
島﨑 昌美（シマザキ マサミ）（茨城県つくば市）「無題」 ８１歳 男
奨励賞
赤澤 圭子（アカザワ ケイコ）（群馬県桐生市）「あいすくりいむの王子様」 ５４歳 女
上原 一真（ウエハラ カズマ）（群馬県伊勢崎市）「海の思い出」 １５歳 男
木村 和豊（キムラ カズトヨ）（群馬県渋川市）「たのしかった体育祭」 １６歳 男
みどり市小学生の部
大賞
清水 昇（シミズ ショウ）（大間々南小学校 6年 男）「いのちのかがやき。」
優秀賞
斉藤 かれん（サイトウ カレン）（笠懸東小学校 1年 女）「きらきらはなび」
ラハマン 蓮南（ラハマン レナ）（大間々東小学校 ５年 女）「日曜日の朝」
奨励賞
金山 藍子（カネヤマ アイコ）（笠懸小学校 ３年 女）「とても字が書かれたこくばん」
斎藤 奏音（サイトウ ネネ）（あずま小学校 ２年 女）「おいしいケーキ」
斎藤 美羽（サイトウ ミウ）（あずま小学校 ４年 女）「空の旅」
みどり市中学生の部
大賞
山口 凜（ヤマグチ リン）（大間々中学校 ２年 女）「タカラモノ」
優秀賞
秋山 七海（アキヤマ ナナミ）（笠懸中学校 ２年 女）「お世話になった6年間。」
髙村 瑛美（タカムラ エミ）（東中学校 ２年 女）「保健室」
奨励賞
越沢 鈴奈（コシザワ スズナ）（笠懸南中学校 ２年 女）「いただきまーす」
髙瀬 栞那（タカセ カンナ）（東中学校 ３年 女）「３年間の思い出」
山田 春道（ヤマダ ハルミチ）（東中学校 ３年 男）「思い出の第二音楽室」
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一般の部入選者（74名）
赤尾 紀子（アカオ トシコ）（京都府京都市）
38
秋葉 和樹（アキバ カズキ）（群馬県伊勢崎市） 39
新井 節子（アライ セツコ）（群馬県伊勢崎市） 40
荒木 博子（アラキ ヒロコ）（山口県下関市）
41
石井 麻美（イシイ アサミ）（東京都八王子市） 42
伊藤 光一（イトウ コウイチ）（福島県いわき市） 43
伊藤 里奈（イトウ リナ）（群馬県太田市）
44
稲垣 ひとみ（イナガキ ヒトミ）（群馬県桐生市） 45
岩﨑 武充（イワザキ タケミツ）（群馬県みどり市）46
大島 宥柚（オオシマ ユズ）（群馬県太田市）
47
太田 真理奈（オオタ マリナ）（静岡県駿東郡） 48
岡田 法子（オカダ ノリコ）（群馬県桐生市）
49
岡田 美土里（オカダ ミドリ）（愛知県名古屋市） 50
興松 加穂里（オキマツ カオリ）（千葉県船橋市）51
小野 吉子（オノ ヨシコ）（神奈川県横浜市）
52
海部 温子（カイフ アツコ）（神奈川県鎌倉市） 53
片岡 重和（カタオカ シゲカズ）（大阪府高槻市）54
川岸 一士（カワギシ イッシ）（群馬県太田市） 55
川島 千尋（カワシマ チヒロ）（埼玉県春日部市） 56
菅野 孝則（カンノ タカノリ）（宮城県仙台市）
57
北原 裕理（キタハラ ユリ）（東京都国分寺市） 58
木村 朱里（キムラ アカリ）（埼玉県深谷市）
59
熊谷 瞬（クマガイ シュン）（栃木県大田原市） 60
倉持 智行（クラモチ トモユキ）（茨城県坂東市） 61
小泉 宣美（コイズミ ヨシミ）（兵庫県宝塚市）
62
小久保 治子（コクボ ハルコ）（栃木県宇都宮市） 63
小林 勝子（コバヤシ カツコ）（群馬県桐生市） 64
小林 清乃（コバヤシ キヨノ）（群馬県太田市） 65
小栁 恵児（コヤナギ ケイジ）（福岡県北九州市）66
斎藤 淳（サイトウ ジュン）（東京都八王子市） 67
佐伯 未希（サエキ ミキ）（埼玉県日高市）
68
坂爪 結香（サカヅメ ユウカ）（群馬県太田市） 69
佐川 裕明（サガワ ヒロアキ）（長野県北佐久郡） 70
桜井 公江（サクライ キミエ）（群馬県伊勢崎市） 71
サトウ イサム（サトウ イサム）（東京都調布市） 72
佐藤 和江（サトウ カズエ）（千葉県市川市）
73
生部 あい（ショウブ アイ）（群馬県伊勢崎市） 74

新庄 すが江（シンジョウ スガエ）（神奈川県横浜市）
杉浦 朝咲（スギウラ アサキ）（東京都文京区）
鈴木 啓子（スズキ ケイコ）（栃木県大田原市）
砂田 真季（スナダ マキ）（愛媛県西条市）
髙木 共子（タカギ キョウコ）（神奈川県横浜市）
髙草木 好一（タカクサギ コウイチ）（群馬県みどり市）
髙橋 紘恵（タカハシ ヒロエ）（宮城県大崎市）
武井 幸恵（タケイ サチエ）（栃木県宇都宮市）
田坂 麻里（タサカ マリ）（東京都三鷹市）
田邊 起久子（タナベ キクコ）（石川県金沢市）
中鉢 裕美子（チュウバチ ユミコ）（埼玉県久喜市）
長 恵（チョウ メグム）（広島県呉市）
寺島 良子（テラシマ リョウコ）（福島県福島市）
栃木 美弥子（トチギ ミヤコ）（栃木県佐野市）
なかい かおり（ナカイ カオリ）（東京都杉並区）
中嶋 悟也（ナカジマ サトヤ）（群馬県佐波郡）
中島 優子（ナカジマ ユウコ）（栃木県佐野市）
新田 一良（ニッタ カズヨシ）（埼玉県深谷市）
野村 早苗（ノムラ サナエ）（岐阜県中津川市）
波多野 輝男（ハタノ テルオ）（山口県下関市）
羽鳥 あゆみ（ハトリ アユミ）（群馬県前橋市）
濵田 純人（ハマダ スミト）（山口県下関市）
久松 俊一（ヒサマツ シュンイチ）（茨城県土浦市）
平井 スミ（ヒライ スミ）（山梨県笛吹市）
平塚 祐輔（ヒラツカ ユウスケ）（栃木県宇都宮市）
廣瀬 香緒里（ヒロセ カオリ）（神奈川県横浜市）
福永 勝治（フクナガ カツジ）（京都府向日市）
保坂 俊彦（ホサカ トシヒコ）（栃木県宇都宮市）
星野 花糸（ホシノ ケイト）（群馬県みどり市）
堀川 博（ホリカワ ヒロシ）（新潟県新潟市）
松村 治子（マツムラ ハルコ）（群馬県桐生市）
松村 八重（マツムラ ヤエ）（埼玉県さいたま市）
美原 郁子（ミハラ イクコ）（埼玉県吉川市）
山髙 久江（ヤマタカ ヒサエ）（千葉県千葉市）
吉田 環（ヨシダ タマキ）（群馬県前橋市）
吉成 武子（ヨシナリ タケコ）（神奈川県横浜市）
吉野 治美（ヨシノ ハルミ）（群馬県高崎市）

