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第 1回（1968） 

秀作展（招待作家）  会期：昭和 43年 11 月 2 日～ 6 日  会場：島根県立博物館  

一般公募展(洋画･工芸)  会期：昭和 43年 11 月 9 日～13 日 会場：島根県立博物館  

一般公募展(書道) 会期：昭和 43年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(日本画･写真･宣伝美術) 会期：昭和 43年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県民会館展示ホール 

日本画 金賞 多々納重蔵 斐川町 

銀賞 安部弘延 横田町 

銀賞 小笠原征子 浜田市 

銅賞 新宮暢子 松江市 

銅賞 川筋須磨子 松江市 

銅賞 安達千種 松江市 

書道 金賞 城市霊泉 益田市 

銀賞 浅野露葉 益田市 

銀賞 渡部祐之 松江市 

銅賞 板垣衣重 松江市 

銅賞 梶田文枝 松江市 

銅賞 斉藤軌水 松江市 

洋画 金賞 若林俊樹 松江市 

銀賞 松本浩一 東出雲町 

銀賞 桑本京子 大社町 

銅賞 角健一郎 松江市 

銅賞 川井正治 六日市町 

銅賞 八幡恒夫 西郷町 

工芸 金賞 尾野晋也 松江市 

銀賞 野白国雄 安来市 

銀賞 船本玲子 玉湯町 

銅賞 福間敏 玉湯町 

銅賞 和泉秀岳 益田市 

銅賞 嶋田春男 江津市 

写真 金賞 笹川久一 国府町 

銀賞 澤田暉夫 松江市 

銀賞 綿谷誠 松江市 

銅賞 金谷藤一 東出雲町 

銅賞 武部福重 平田市 

銅賞 山田孝尚 大社町 

宣伝美術 金賞 福田耕三 松江市 

 銀賞 山本公司 松江市 

 銀賞 三井英生 松江市 

 銅賞 平田伊作 松江市 

銅賞 寺戸良信 松江市 

銅賞 北雅行 津和野町 



第 2回（1969）

秀作展（招待作家） 会期：昭和 44年 11 月 8日～12 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(書道) 会期：昭和 44年 11 月 15 日～19 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(日本画) 会期：昭和 44年 11 月 15 日～19 日 会場：島根県民会館小ホール 

一般公募展(写真) 会期：昭和 44年 11 月 15 日～19 日 会場：島根県民会館小ホール・北展示ホール 

一般公募展(洋画) 会期：昭和 44年 11 月 22 日～26 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(宣伝美術) 会期：昭和 44年 11 月 22 日～26 日 会場：島根県民会館小ホール 

一般公募展(工芸) 会期：昭和 44年 11 月 22 日～26 日 会場：島根県民会館小ホール・北展示ホール 

日本画 金賞 安部弘延 横田町 

銀賞 多々納重蔵 斐川町 

銀賞 土井市郎 松江市 

銅賞 安井静枝 安来市 

銅賞 佐野弘 松江市 

銅賞 前島由紀子 浜田市 

書道 金賞 小原篤子 松江市 

銀賞 沢江遠田 益田市 

銀賞 高橋紫幸 益田市 

銅賞 中原紅陽 桜江町 

銅賞 山本美代子 松江市 

銅賞 多久和淑子 平田市 

洋画 金賞 井上隆慶 大社町 

銀賞 若林俊樹 松江市 

銀賞 金築直久 平田市 

銅賞 赤木仁丸 松江市 

銅賞 角健一郎 平田市 

銅賞 扇谷廸子 松江市 

工芸 金賞 青戸由美恵 安来市 

銀賞 嶋田春男 江津市 

銀賞 福間琇士 玉湯町 

銅賞 山本梅雄 温泉津町 

銅賞 稲垣宏 伯太町 

銅賞 六島元一 松江市 

写真 金賞 谷口和登 松江市 

銀賞 岩井修造 松江市 

銀賞 河野知行 松江市 

銅賞 和田一夫 西郷町 

銅賞 笹川久一 浜田市 

銅賞 森岡忠雄 江津市 

宣伝美術 金賞 寺戸良信 松江市 

 銀賞 勝部敏子 松江市 

 銀賞 大久保志津 松江市 

 銅賞 南場重雄 松江市 

銅賞 福田耕三 松江市 

銅賞 中佐文子 松江市 



 第 3 回（1970） 

招待展 会期：昭和 45年 11 月 20 日～23 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(洋画) 会期：昭和 45年 11 月 7日～11 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(宣伝美術) 会期：昭和 45年 11 月 7日～11 日 会場：島根県民会館小ホール 

一般公募展(工芸) 会期：昭和 45年 11 月 7日～11 日 会場：島根県民会館小ホール・北展示ホール 

一般公募展(書道) 会期：昭和 45年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(日本画) 会期：昭和 45年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県民会館小ホール 

一般公募展(写真) 会期：昭和 45年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県民会館小ホール・北展示ホール 

日本画 金賞 内藤薫 大原郡 

銀賞 岩佐春夫 仁多郡 

銀賞 石倉満子 松江市 

銅賞 芦尾龍司 仁多郡 

銅賞 植田勇 浜田市 

銅賞 清水治代 浜田市 

書道 金賞 糸賀暎雲 簸川郡 

銀賞 佐藤知通 八束郡 

銀賞 福浦規道 松江市 

銅賞 住田泰光 江津市 

銅賞 田中三省 益田市 

銅賞 谷澤双葉 益田市 

洋画 金賞 若林俊樹 松江市 

銀賞 川井正治 出雲市 

銀賞 桜井策馬 松江市 

銅賞 武上秋津 安来市 

銅賞 若槻耕二 松江市 

銅賞 畠山宏 松江市 

工芸 金賞 小島央 松江市 

銀賞 尾野晋也 松江市 

銀賞 福間琇士 八束郡 

銅賞 福間敏 八束郡 

銅賞 西尾理 松江市 

銅賞 安部裕子 八束郡 

写真 金賞 森岡忠雄 江津市 

銀賞 河野知行 松江市 

銀賞 田宮幹夫 江津市 

銅賞 山根寛治 松江市 

銅賞 福田邦雄 平田市 

銅賞 山根参治 江津市 

宣伝美術 金賞 山本喜啓 八束郡 

 銀賞 三井英生 松江市 

 銀賞 平田伊作 松江市 

 銅賞 木下和子 松江市 

 銅賞 福田耕三 隠岐郡 

 銅賞 増田竹男 松江市 



 第 4 回（1971）

招待展 会期：昭和 46年 11 月 17 日～21 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(書道) 会期：昭和 46年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(日本画･写真) 会期：昭和 46年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県民会館 

一般公募展(洋画) 会期：昭和 46年 11 月 24 日～28 日 会場：島根県立博物館 

一般公募展(工芸･宣伝美術) 会期：昭和 46年 11 月 24 日～28 日 会場：島根県民会館 

日本画 金賞 内藤薫 加茂町 

銀賞 面會正子 横田町 

銀賞 八沢光洋 松江市 

銅賞 芦尾龍司 横田町 

銅賞 岩佐春夫 横田町 

銅賞 神田羊二 出雲市 

書道 金賞 野坂瀧華 安来市 

銀賞 喜代吉昌雲 益田市 

銀賞 野津恵美子 松江市 

銅賞 古藤明峰 松江市 

銅賞 田中三省 益田市 

銅賞 遠田大穀 松江市 

洋画 金賞 阿式康央 松江市 

銀賞 佐藤牧男 大社町 

銀賞 小藤包 松江市 

銅賞 畠山宏 松江市 

銅賞 武上秋津 安来市 

銅賞 梅木寿子 松江市 

工芸 金賞 嶋田春男 江津市 

銀賞 福間琇士 玉湯町 

銀賞 安部裕子 八雲村 

銅賞 野白国雄 安来市 

銅賞 多々納徳子 斐川町 

銅賞 尾野晋也 松江市 

写真 金賞 綿谷誠 松江市 

銀賞 目次昇 松江市 

銀賞 持田学 平田市 

銅賞 松井英雄 松江市 

銅賞 大野美彦 松江市 

銅賞 山科孝之 松江市 

宣伝美術 金賞 杉原孝芳 斐川町 

 銀賞 梅木則良 松江市 

 銀賞 佐々木理人 松江市 

 銅賞 桜井豊 松江市 

銅賞 門脇邦子 松江市 

銅賞 井上勲 松江市 



 第 5 回（1972）

一般公募展（洋画・工芸・デザイン） 会期：昭和 47年 11 月 4日～8日 会場：島根県民会館 

一般公募展(書･日本画･写真) 会期：昭和 47年 11 月 11 日～16 日 会場：島根県民会館 

特別企画美術展(招待作家)6 部門 会期：昭和 47年 11 月 3日～7日 会場：島根県立博物館 

日本画 金賞 畑幸雄 横田町 

銀賞 藤田みどり 浜田市 

銀賞 多々納重蔵 斐川町 

銅賞 神田羊二 出雲市 

銅賞 芦尾龍司 横田町 

銅賞 岩佐春夫 横田町 

書 金賞 石原逸軌 松江市 

銀賞 古藤明峰 松江市 

銀賞 国分克子 浜田市 

銅賞 表谷露光 安来市 

銅賞 生越百合子 大田市 

銅賞 室下景雲 木次町 

洋画 金賞 一田陽子 松江市 

銀賞 阿式康央 松江市 

銀賞 三木一成 大社町 

銅賞 三原裕子 益田市 

銅賞 井上隆慶 大社町 

銅賞 大東郁子 松江市 

工芸 金賞 福間琇士 玉湯町 

銀賞 安部裕子 八雲村 

銀賞 川上清栄 石見町 

銅賞 妹尾良信 伯太町 

銅賞 野白国雄 安来市 

銅賞 山本梅雄 温泉津町 

写真 金賞 高橋信二 松江市 

銀賞 中村諭 松江市 

銀賞 佐々木公義 江津市 

銅賞 山根参治 江津市 

銅賞 三成哲夫 松江市 

銅賞 松井英夫 松江市 

デザイン 銀賞 福島康子 松江市 

銀賞 佐々木理人 松江市 

銅賞 井上勲 松江市 

銅賞 矢倉富夫 安来市 

銅賞 玉木光広 松江市 



 第 6 回（1973）

洋画 会期：昭和 48年 11 月 21 日～25 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 48年 11 月 21 日～25 日 会場：島根県民会館 

日本画･工芸 会期：昭和 48年 11 月 28 日～12 月 2 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 48年 11 月 28 日～12 月 2 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 48年 11 月 30 日～12 月 2 日 会場：浜田市民会館 

移動展 会期：昭和 48年 12 月 7日～9日 会場：益田市立体育館 

日本画 金賞 神田羊二 斐川町 

銀賞 畑幸雄 横田町 

銀賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 小笠原征子 浜田市 

銅賞 藤田みどり 浜田市 

銅賞 熱田早苗 浜田市 

書 金賞 北野生游 松江市 

銀賞 河本七郎 浜田市 

銀賞 板垣碧水 出雲市 

銅賞 小田桂水 益田市 

銅賞 加田のり子 松江市 

銅賞 小玉静晃 松江市 

洋画 金賞 貝森忠人 松江市 

銀賞 杵築伸 松江市 

銀賞 昌子幸代 松江市 

銅賞 一田陽子 松江市 

銅賞 清水浩吉 木次町 

銅賞 熊野英子 松江市 

工芸 金賞 福間敏 大東町 

銀賞 多々納桂子 斐川町 

銀賞 尾野晋也 松江市 

銅賞 舟木哲郎 加茂町 

銅賞 和泉秀岳 益田市 

銅賞 木佐依子 平田市 

写真 金賞 大場浩 松江市 

銀賞 吉永邦晃 松江市 

銀賞 成合明彦 松江市 

銅賞 南場由起夫 松江市 

銅賞 佐藤光男 東出雲町 

銅賞 佐々木公義 江津市 

デザイン 金賞 石川幸二 津和野町 

 銀賞 佐田尾修 平田市 

 銀賞 井上薫 松江市 

 銅賞 森木克則 出雲市 

 銅賞 山岡正道 安来市 

 銅賞 玉木光広 松江市 



 第 7 回（1974）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 49年 11 月 6日～10 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 49年 11 月 6日～10 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 49年 11 月 13 日～17 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 49年 11 月 13 日～17 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 49年 11 月 22 日～24 日 会場：江津市勤労青少年ホーム 

移動展 会期：昭和 49年 11 月 29 日～12 月 1 日 会場：益田市立体育館 

日本画 金賞 畑幸雄 横田町 

銀賞 佐野弘 松江市 

銀賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 安井静枝 安来市 

銅賞 岩佐春夫 横田町 

銅賞 正立教子 松江市 

書 金賞 岩崎得魚 大田市 

銀賞 中村保枝 浜田市 

銀賞 松本清穆 大田市 

銅賞 万代順子 出雲市 

銅賞 高尾源峰 松江市 

銅賞 宮本文珠 松江市 

洋画 金賞 熊野英子 松江市 

銀賞 佐藤茂雄 松江市 

銀賞 目次隆志 松江市 

銅賞 富田郁子 松江市 

銅賞 宮本壽充 赤来町 

銅賞 曾田郁夫 平田市 

工芸 金賞 原俊秋 安来市 

銀賞 多々納徳子 斐川町 

銀賞 福郷不徹 益田市 

銅賞 佐々木繁政 浜田市 

銅賞 青山昭吉 鹿島町 

銅賞 嶋田春男 江津市 

写真 金賞 広田徳雄 安来市 

銀賞 秋鹿庄造 松江市 

銀賞 小林隆一郎 松江市 

銅賞 大庭浩 松江市 

銅賞 米田邦夫 松江市 

銅賞 園山誠二 松江市 

デザイン 銀賞 紫優子 松江市 

銅賞 森本克則 松江市 

銅賞 昌子寛 斐川町 

 銅賞 矢野紀子 松江市 

彫塑 金賞 該当作品なし  

 銀賞 該当作品なし  

 銅賞 該当作品なし  



第 8回（1975）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 50年 10 月 29 日～11 月 2 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 50年 10 月 29 日～11 月 2 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 50年 11 月 5日～9日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 50年 11 月 5日～9日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 50年 11 月 22 日～24 日 会場：大田市勤労青少年ホーム 

日本画 金賞 神田羊二 出雲市 

銀賞 八沢光洋 松江市 

銀賞 佐伯博正 横田町 

銅賞 安達俊雄 大東町 

銅賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 錦織治子 松江市 

書 金賞 福本正厳 浜田市 

銀賞 沢田大峰 松江市 

銀賞 仲島玄燿 出雲市 

銅賞 石原真声 大社町 

銅賞 野津三龍 松江市 

銅賞 福間志帆 斐川町 

洋画 金賞 奥村八寿男 松江市 

銀賞 常松育夫 松江市 

銀賞 目次隆志 松江市 

銅賞 茶畑弥生 松江市 

銅賞 曽田郁夫 平田市 

銅賞 富谷一明 安来市 

工芸 金賞 村田勝嘉 松江市 

銀賞 福間敏 大東町 

銀賞 野白国雄 安来市 

銅賞 豊田善人 江津市 

銅賞 尾野晋也 松江市 

銅賞 脇田裕子 松江市 

写真 金賞 中村諭 松江市 

銀賞 沖田洋 江津市 

銀賞 広田徳雄 安来市 

銅賞 三成哲夫 松江市 

銅賞 山田孝尚 大社町 

銅賞 田中とよき 松江市 

デザイン 金賞 岡田博文 出雲市 

 銀賞 谷上寿昭 匹見町 

銀賞 福田昇 松江市 

銅賞 佐田尾修 平田市 

銅賞 大庭義一 日原町 

銅賞 紫優子 松江市 

彫塑 金賞 落合誠 江津市 

銀賞 山岡弘迪 大社町 

銀賞 高田重夫 大社町 

銅賞 井上博 石見町 



 第 9回（1976）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 51年 11 月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 51年 11 月 2日～6日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 51年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 51年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 51年 11 月 21 日～23 日 会場：浜田市民会館 

日本画 金賞 宇山明 広瀬町 

銀賞 安達俊雄 大東町 

銀賞 柳楽幸司 出雲市 

銅賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 大森幹雄 平田市 

銅賞 芦尾龍司 横田町 

書 金賞 浦野和子 松江市 

銀賞 服部大貫 出雲市 

銀賞 森賢 浜田市 

銅賞 角臥耀 斐川町 

銅賞 吉岡右亘 松江市 

銅賞 宮本文珠 松江市 

洋画 金賞 曽田郁夫 平田市 

銀賞 富谷一明 安来市 

銀賞 松村豊 松江市 

銅賞 安達正幸 鹿島町 

銅賞 原守 斐川町 

銅賞 桑本京子 大社町 

工芸 金賞 若槻和郎 江津市 

銀賞 福郷光雪 旭町 

銀賞 多々納徳子 斐川町 

銅賞 小藤弘光 広瀬町 

銅賞 森山雅夫 温泉津町 

銅賞 田部美穂子 松江市 

写真 金賞 伊藤耕一 出雲市 

銀賞 田中満穂 横田町 

銀賞 広田徳雄 安来市 

銅賞 小数賀晃 松江市 

銅賞 園山正男 大社町 

銅賞 柳井克仁 浜田市 

デザイン 金賞 谷上寿昭 益田市 

 銀賞 仁井清志 安来市 

 銀賞 佐々木理人 松江市 

 銅賞 山根真理 松江市 

 銅賞 保科英雄 松江市 

 銅賞 角いち子 平田市 

彫塑 銀賞 高田重夫 大社町 

 銀賞 大平昻一 出雲市 

 銅賞 高平和雄 大田市 

 銅賞 清水洋一 安来市 

 銅賞 山岡耕一 大社町 



第 10回（1977）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 52年 11 月 8日～12 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 52年 11 月 1日～5日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 52年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

書 
会期：昭和 52年 11 月 10 日～14 日 

会期：昭和 52年 11 月 16 日～20 日 
会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 52年 11 月 25 日～27 日 会場：石見町中央公民館 

日本画 金賞 芦尾龍司 横田町 

銀賞 安達俊雄 大東町 

銀賞 三島暲一 平田市 

銅賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 大森幹雄 平田市 

銅賞 藤井正次 大東町 

書 金賞 伊藤彰堂 出雲市 

銀賞 佐々木竜雲 益田市 

銀賞 亀井江雨 松江市 

銅賞 浜野圭舟 浜田市 

銅賞 山根浩雲 木次町 

銅賞 矢研田節子 江津市 

洋画 金賞 桑本京子 大社町 

銀賞 原守 斐川町 

銀賞 常松育夫 松江市 

銅賞 松村豊 松江市 

銅賞 松本道博 松江市 

銅賞 杉原孝芳 斐川町 

工芸 金賞 福郷光雪 旭町 

銀賞 森山雅夫 温泉津町 

銀賞 村田寿親 松江市 

銅賞 田部美穂子 松江市 

銅賞 安達優 鹿島町 

銅賞 多々納徳子 斐川町 

写真 金賞 田中秀喜 江津市 

銀賞 影山勝一 大社町 

銀賞 高野淳 津和野町 

銅賞 佐藤光男 東出雲町 

銅賞 長谷川淳 浜田市 

銅賞 大成清美 松江市 

デザイン 金賞 谷上寿昭 益田市 

 銀賞 岸静雄 頓原町 

 銀賞 角いち子 平田市 

 銅賞 門脇邦子 松江市 

 銅賞 城市仁 匹見町 

 銅賞 船津明美 松江市 

彫塑 金賞 落合誠 江津市 

 銀賞 山岡弘迪 大社町 

 銀賞 高田重夫 大社町 

 銅賞 高平和雄 大田市 

 銅賞 井上博 石見町 

 銅賞 山田清 石見町 



 第 11 回（1978）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 53年 11 月 7日～11 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 53年 11 月 7日～11 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 53年 11 月 15 日～19 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 53年 11 月 15 日～19 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 53年 11 月 23 日～26 日 会場：大田市民会館 

日本画 金賞 安達俊雄 大東町 

銀賞 柳楽幸司 出雲市 

銀賞 宮脇克己 大田市 

銅賞 三島暲一 平田市 

銅賞 大谷隆男 松江市 

銅賞 藤井正次 大東町 

書 金賞 多久和淑子 平田市 

銀賞 喜代吉達治 浜田市 

銀賞 神野邦子 益田市 

銅賞 佐藤益山 出雲市 

銅賞 寺戸由美 美都町 

銅賞 岩崎得魚 大田市 

洋画 金賞 松本道博 松江市 

銀賞 栗原清司 宍道町 

銀賞 山田悠紀子 松江市 

銅賞 春日孝二 出雲市 

銅賞 前島由紀子 松江市 

銅賞 杉谷俊一 松江市 

工芸 金賞 森山雅夫 温泉津町 

銀賞 螺山勝治 浜田市 

銀賞 小藤弘光 広瀬町 

銅賞 中島武男 安来市 

銅賞 多々納徳子 斐川町 

銅賞 福島和夫 松江市 

写真 金賞 伊藤耕一 出雲市 

銀賞 田村喜美夫 松江市 

銀賞 山本忠 大田市 

銅賞 田中とよき 松江市 

銅賞 山田真也 大社町 

銅賞 岩田毅 大田市 

デザイン 金賞 山下知子 松江市 

銀賞 原祐子 出雲市 

銀賞 西坂敏秀 浜田市 

銅賞 水野博司 松江市 

銅賞 福代君子 出雲市 

銅賞 山本多喜子 松江市 

彫塑 金賞 荒木文夫 松江市 

銀賞 大平昻一 出雲市 

銀賞 高田重夫 大社町 

銅賞 落合誠 江津市 

銅賞 伊藤真美 津和野町 

銅賞 高平和雄 大田市 



 第 12 回（1979）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 54年 11 月 6日～10 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 54年 11 月 6日～10 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 54年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 54年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 54年 11 月 21 日～23 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 金賞 大森幹雄 平田市 

銀賞 三島暲一 平田市 

銀賞 加藤博昭 横田町 

銅賞 山口みどり 浜田市 

銅賞 柳楽幸司 出雲市 

銅賞 岩崎隆 松江市 

書 金賞 郷原養牛 大田市 

銀賞 吉村清雲 益田市 

銀賞 高橋大雲 木次町 

銅賞 飯塚和恒 斐川町 

銅賞 横山智恵子 益田市 

銅賞 野津正樹 松江市 

洋画 金賞 田村貴美子 松江市 

銀賞 春日孝二 出雲市 

銀賞 山崎道弘 旭町 

銅賞 栗原清司 宍道町 

銅賞 常松育夫 浜田市 

銅賞 杉谷俊一 松江市 

工芸 金賞 宍道久蔵 松江市 

銀賞 螺山勝治 浜田市 

銀賞 正木潤 出雲市 

銅賞 住江愛子 木次町 

銅賞 安部信一郎 八雲村 

銅賞 多々納徳子 斐川町 

写真 金賞 田中とよき 松江市 

銀賞 山田孝尚 大社町 

銀賞 山根捷之 松江市 

銅賞 田中満穂 横田町 

銅賞 古川誠 斐川町 

銅賞 長谷川淳 浜田市 

デザイン 金賞 仲佐美則 安来市 

銀賞 高橋寛 平田市 

銀賞 三原とも子 松江市 

銅賞 西坂敏秀 浜田市 

銅賞 城市仁 匹見町 

銅賞 立石美砂子 松江市 

彫塑 金賞 大平昻一 出雲市 

銀賞 落合誠 江津市 

銀賞 高平和雄 大田市 

銅賞 清水洋一 安来市 

銅賞 高田重夫 大社町 

銅賞 山岡弘迪 大社町 



 第 13 回（1980）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 55年 11 月 3日～8日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 55年 11 月 3日～8日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 55年 11 月 12 日～16 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 55年 11 月 12 日～16 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 55年 11 月 21 日～23 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 金賞 柳楽幸司 出雲市 

銀賞 藤井正次 大東町 

銀賞 八沢光洋 松江市 

銅賞 安達俊雄 大東町 

銅賞 富田美枝子 安来市 

銅賞 藤原克己 仁多町 

書 金賞 黒田燭山 斐川町 

銀賞 山本英雲 松江市 

銀賞 川田一舟 三隅町 

銅賞 平井治子 松江市 

銅賞 寺井史明 益田市 

銅賞 高橋典子 平田市 

洋画 金賞 常松育夫 浜田市 

銀賞 前島由紀子 松江市 

銀賞 田村貴美子 松江市 

銅賞 春日孝二 出雲市 

銅賞 佐々木英夫 松江市 

銅賞 杉谷俊一 松江市 

工芸 金賞 福郷光雪 旭町 

銀賞 青戸秀則 安来市 

銀賞 秦良次 広瀬町 

銅賞 長谷川真一 松江市 

銅賞 塩月武雄 木次町 

銅賞 安部信一郎 八雲村 

写真 金賞 大成清美 松江市 

銀賞 若月康男 横田町 

銀賞 長谷川淳 浜田市 

銅賞 角敏郎 東出雲町 

銅賞 藤原昇 三刀屋町 

銅賞 成相吉堯 松江市 

デザイン 金賞 仲佐美則 安来市 

銀賞 江角昭二 出雲市 

銀賞 伊藤ふき子 松江市 

銅賞 岸静雄 頓原町 

銅賞 高橋寛 平田市 

銅賞 水野博司 松江市 

彫塑 金賞 大平昻一 出雲市 

 銀賞 高田重夫 大社町 

 銀賞 山岡弘迪 大社町 

 銅賞 清水洋一 安来市 

 銅賞 高平和雄 大田市 



 第 14 回（1981）

洋画 会期：昭和 56年 11 月 3日～7日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 56年 11 月 3日～7日 会場：島根県民会館 

日本画･工芸･彫塑 会期：昭和 56年 11 月 11日～15 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 56年 11 月 11日～15 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 56年 11 月 18日～20 日 会場：出雲市体育館 

移動展 会期：昭和 56年 11 月 23日～25 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 金賞 大森幹雄 平田市 

銀賞 宮脇克己 大田市 

銀賞 河原沿子 平田市 

銅賞 加藤武義 広瀬町 

銅賞 三島暲一 平田市 

銅賞 角田智竭 東出雲町 

書 金賞 安部大然 横田町 

銀賞 藤田美環子 浜田市 

銀賞 渡辺鶴仙 益田市 

銅賞 野村起久子 出雲市 

銅賞 和田朗雲 松江市 

銅賞 鎌田敬子 出雲市 

洋画 金賞 中島功二 大社町 

銀賞 松尾純也 出雲市 

銀賞 鶴原勲 出雲市 

銅賞 奥井昭子 松江市 

銅賞 武田みさを 松江市 

銅賞 佐々木英夫 松江市 

工芸 金賞 秦良次 広瀬町 

銀賞 正木潤 出雲市 

銀賞 原俊秋 安来市 

銅賞 福島和国 松江市 

銅賞 荒尾皓一 温泉津町 

銅賞 長谷川真一 松江市 

写真 金賞 岡俊樹 出雲市 

銀賞 渡辺昭三 松江市 

銀賞 古川誠 斐川町 

銅賞 藤井重信 松江市 

銅賞 田渕利通 松江市 

銅賞 木幡育夫 松江市 

デザイン 金賞 南木裕幸 松江市 

 銀賞 陶山弘志 大東町 

 銀賞 阿部真一 出雲市 

 銅賞 城市仁 益田市 

 銅賞 野々村裕子 松江市 

 銅賞 永井孝夫 松江市 

彫塑 金賞 落合誠 江津市 

 銀賞 清水洋一 安来市 

 銀賞 大平昻一 出雲市 

 銅賞 高井和雄 大田市 

 銅賞 井上博 松江市 

 銅賞 伊藤真美 津和野町 



 第 15 回（1982）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 57年 11 月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 57年 11 月 2日～6日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 57年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 57年 11 月 10 日～14 日 会場：島根県民会館 

日本画 金賞 柳楽幸司 出雲市 

銀賞 角田智竭 東出雲町 

銀賞 三島暲一 平田市 

銅賞 三原盛一 大社町 

銅賞 小村俊美 平田市 

銅賞 河原沿子 平田市 

書 金賞 浅野香葉 江津市 

銀賞 梶谷陽山 多伎町 

銀賞 室下景雲 木次町 

銅賞 三島栄岬 松江市 

銅賞 野上昭子 浜田市 

銅賞 岡田冨美子 松江市 

洋画 金賞 篠田正美 益田市 

銀賞 酒井松美 松江市 

銀賞 井上春雄 松江市 

銅賞 広江潮美 松江市 

銅賞 山崎一枝 広瀬町 

銅賞 山根真理 松江市 

工芸 金賞 螺山勝治 浜田市 

銀賞 正木潤 出雲市 

銀賞 荒尾皓一 温泉津町 

銅賞 福島和国 松江市 

銅賞 青戸秀則 安来市 

銅賞 螺山勝実 浜田市 

写真 金賞 古川誠 斐川町 

銀賞 大成清美 松江市 

銀賞 新宅栄 大社町 

銅賞 小銀章 大社町 

銅賞 渡辺昭三 松江市 

銅賞 藤原美枝子 横田町 

デザイン 金賞 山下満 松江市 

銀賞 南木裕幸 松江市 

銀賞 野々村裕子 松江市 

銅賞 高橋寛 平田市 

銅賞 陶山弘志 大東町 

銅賞 遠藤毅 加茂町 

彫塑 金賞 大平昻一 出雲市 

銀賞 山岡弘迪 大社町 

銀賞 落合誠 江津市 

銅賞 井上博 松江市 



 第 16 回（1983）

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 58年 11 月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 58年 11 月 2日～6日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 58年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 58年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 58年 11 月 23 日～25 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 金賞 古川みどり 出雲市 

銀賞 小村俊美 平田市 

銀賞 角田智竭 東出雲町 

銅賞 宮脇克己 大田市 

銅賞 三原盛一 大社町 

銅賞 岩佐春夫 横田町 

書 金賞 野上昭子 浜田市 

銀賞 横川長流 松江市 

銀賞 曽田玄雲 玉湯町 

銅賞 松浦望涛 松江市 

銅賞 森田純一 浜田市 

銅賞 井原崇雲 大社町 

洋画 金賞 山崎一枝 広瀬町 

銀賞 広江潮美 松江市 

銀賞 勝田敏夫 松江市 

銅賞 塩野毅 大東町 

銅賞 岩田明美 松江市 

銅賞 高橋紫幸 益田市 

工芸 金賞 荒尾皓一 温泉津町 

銀賞 正木潤 出雲市 

銀賞 柳楽勝重 多伎町 

銅賞 高橋啓三 大社町 

銅賞 宍道久蔵 松江市 

銅賞 坂根実 湖陵町 

写真 金賞 園山博之 松江市 

銀賞 大島武敏 仁摩町 

銀賞 都宏行 松江市 

銅賞 岸本幹雄 八雲村 

銅賞 佐藤明 松江市 

銅賞 青木靖夫 浜田市 

デザイン 金賞 南木裕幸 松江市 

銀賞 山下満 松江市 

銀賞 遠藤毅 加茂町 

銅賞 野々内政美 松江市 

銅賞 常陸賢司 松江市 

銅賞 山下知子 松江市 

彫塑 銀賞 大平昻一 出雲市 

銅賞 井上博 松江市 

銅賞 清水洋一 安来市 

銅賞 伊藤真美 出雲市 



第 17回（1984） 

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 59年 10 月 31 日～11 月 4 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 59年 10 月 31 日～11 月 4 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 59年 11 月 21 日～25 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 59年 11 月 21 日～25 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 59年 11 月 30 日～12 月 2 日 会場：浜田市民会館 

日本画 金賞 角田智竭 東出雲町 

銀賞 杉原民次 三刀屋町 

銀賞 長塩久 安来市 

銅賞 小村俊美 平田市 

銅賞 宮脇克己 大田市 

銅賞 河原沿子 平田市 

書 金賞 鹿島宏之 浜田市 

銀賞 川辺八重子 松江市 

銀賞 吉田歸雁 広瀬町 

銅賞 柳田幸子 松江市 

銅賞 石川伊沙 斐川町 

銅賞 金津脩山 浜田市 

洋画 金賞 広江潮美 松江市 

銀賞 清水博子 浜田市 

銀賞 勝田敏夫 松江市 

銅賞 岩田明美 松江市 

銅賞 塩野毅 大東町 

銅賞 寺井寿一 益田市 

工芸 金賞 正木潤 出雲市 

銀賞 柳楽勝重 多伎町 

銀賞 青戸秀則 安来市 

銅賞 石飛勝久 三刀屋町 

銅賞 園山文夫 出雲市 

銅賞 山岸宏史 江津市 

写真 金賞 森山敏雄 松江市 

銀賞 吉川勝 木次町 

銀賞 足立修吉 松江市 

銅賞 松浦保夫 松江市 

銅賞 角敏郎 東出雲町 

銅賞 間木利明 松江市 

デザイン 金賞 遠藤毅 加茂町 

銀賞 山下知子 安来市 

銀賞 松谷みゆき 浜田市 

銅賞 西坂敏秀 浜田市 

銅賞 広瀬芙美子 益田市 

銅賞 渡辺文子 大田市 

彫塑 金賞 落合誠 江津市 

銀賞 大平昻一 出雲市 

銅賞 水江正 松江市 

 銅賞 伊藤真美 出雲市 



第 18回（1985） 

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 60年 10 月 31 日～11 月 4 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 60年 10 月 31 日～11 月 4 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 60年 11 月 13 日～17 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 60年 11 月 13 日～17 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 60年 11 月 26 日～28 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 金賞 杉原民次 三刀屋町 

銀賞 須谷幹子 出雲市 

銀賞 伊藤広男 出雲市 

銅賞 森山正治 大東町 

銅賞 河原沿子 平田市 

銅賞 渡部スミ子 安来市 

書 金賞 橋本涛石 出雲市 

銀賞 亀田聖風 木次町 

銀賞 和田美芳 桜江町 

銅賞 松崎昭子 松江市 

銅賞 黒目龍光 出雲市 

銅賞 福田小菱 東出雲町 

洋画 金賞 塩野毅 大東町 

銀賞 清水博子 浜田市 

銀賞 清村定男 斐川町 

銅賞 近藤隆 安来市 

銅賞 小野田博子 松江市 

銅賞 田中敬二 大田市 

工芸 金賞 犬山卓也 玉湯町 

銀賞 園山文夫 出雲市 

銀賞 石飛勝久 三刀屋町 

銅賞 青戸秀則 安来市 

銅賞 柳楽勝重 多伎町 

銅賞 多久和博正 斐川町 

写真 金賞 安達護 鹿島町 

銀賞 西島啓 松江市 

銀賞 足立修吉 松江市 

銅賞 後藤正治 浜田市 

銅賞 深田収作 東出雲町 

銅賞 佐々木良造 松江市 

デザイン 金賞 細田滋 大東町 

銀賞 松谷みゆき 浜田市 

銀賞 福代君子 出雲市 

銅賞 宮内透 益田市 

銅賞 西村修次 三刀屋町 

銅賞 山田浩司 玉湯町 

彫塑 銀賞 伊藤真美 出雲市 

 銀賞 清水洋一 安来市 

 銅賞 田中俊  江津市 

 銅賞 水江正 松江市 

 銅賞 松本健志 大社町 



第 19回（1986） 

日本画・工芸・彫塑 会期：昭和 61年 10 月 30 日～11 月 3 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 61年 10 月 30 日～11 月 3 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 61年 11 月 12 日～16 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 61年 11 月 12 日～16 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：昭和 61年 11 月 22 日～24 日 会場：浜田市民会館大ホール 

日本画 知事賞 伊藤広男 出雲市 

金賞 小村俊美 平田市 

銀賞 森山正治 大東町 

銀賞 松井幸子 出雲市 

銅賞 福庭ヨシエ 横田町 

銅賞 金山幸 出雲市 

銅賞 田中義雄 斐川町 

書 知事賞 森山舜岳 大東町 

金賞 吾郷純子 出雲市 

銀賞 大賀安子 浜田市 

銀賞 与倉萌春 松江市 

銅賞 梅木敬仁 美保関町 

銅賞 武田信子 松江市 

銅賞 太田悠雲 広瀬町 

洋画 知事賞 清村定男 斐川町 

金賞 角洋子 平田市 

銀賞 田中敬二 大田市 

銀賞 近藤隆 安来市 

銅賞 片岡春江 浜田市 

銅賞 柳井利恵 浜田市 

銅賞 吉岡千幸 松江市 

工芸 知事賞 園山文夫 出雲市 

金賞 石飛勝久 三刀屋町 

銀賞 山岸宏史 江津市 

銀賞 高橋啓三 大社町 

銅賞 多久和博正 斐川町 

銅賞 柳楽勝重 多伎町 

銅賞 黒川裕子 松江市 

写真 知事賞 土江真弘 平田市 

金賞 渡辺昭三 松江市 

銀賞 天津義久 大田市 

銀賞 西坂敏秀 浜田市 

銅賞 品川功 大田市 

銅賞 後藤正治 浜田市 

銅賞 西島啓 松江市 

デザイン 知事賞 斎藤忍 益田市 

 金賞 大國淳志 大社町 

 銀賞 陶山弘志 大東町 

 銀賞 玉木喜久代 斐川町 

 銅賞 加藤美穂 松江市 

 銅賞 籾田久勝 匹見町 

 銅賞 平江透 松江市 

彫塑 知事賞 落合誠 江津市 

 金賞 伊藤真美 出雲市 

 銀賞 高田重夫 大社町 

 銀賞 井上博 松江市 

 銅賞 大島秀樹 掛合町 



第 20回（1987）  

日本画・彫塑 会期：昭和 62年 10 月 30日～11 月 3 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 62年 10 月 30日～11 月 3 日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 62年 11 月 11日～15 日 会場：島根県立博物館 

写真 会期：昭和 62年 11 月 11日～15 日 会場：島根県民会館 

工芸･デザイン 会期：昭和 62年 11 月 19日～23 日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：昭和 62年 11 月 27日～29 日 会場：益田市中央公民館 

日本画 知事賞 杉原民次 三刀屋町 

金賞 松井幸子 出雲市 

銀賞 岩谷敬信 大田市 

銀賞 増田忠三 松江市 

銅賞 渡部スミ子 安来市 

銅賞 青木正己 松江市 

銅賞 森山正治 大東町 

書 知事賞 安藤紫鳳 大田市 

金賞 河本碧水 浜田市 

銀賞 松浦仙到 松江市 

銀賞 石田凌雲 木次町 

銅賞 大崎邦彦 松江市 

銅賞 白築青雨 掛合町 

銅賞 渡辺興雲 宍道町 

洋画 知事賞 佐田尚穂 益田市 

金賞 森山恭 松江市 

銀賞 角洋子 平田市 

銀賞 佐々井美保子 益田市 

銅賞 槇野美智子 平田市 

銅賞 星野早苗 松江市 

銅賞 近藤隆 安来市 

工芸 知事賞 柳楽勝重 多伎町 

金賞 青戸秀則 安来市 

銀賞 済葆子 松江市 

銀賞 片寄勝見 横田町 

銅賞 高橋啓三 大社町 

銅賞 黒川裕子 松江市 

銅賞 永見克久 三刀屋町 

写真 知事賞 後藤正治 浜田市 

 金賞 天津義久 大田市 

 銀賞 安達護 鹿島町 

 銀賞 田村芳保 松江市 

 銅賞 土江真弘 平田市 

 銅賞 南桂子 松江市 

 銅賞 野坂嘉夫 松江市 

デザイン 知事賞 平江透 松江市 

 金賞 竹田茂 安来市 

 銀賞 石倉積 大東町 

 銀賞 斎藤忍 益田市 

 銅賞 槇野良樹 平田市 

 銅賞 陶山弘志 大東町 

 銅賞 山田かすみ 松江市 

彫塑 金賞 井上博 松江市 

 銀賞 清水洋一 安来市 

 銀賞 伊藤真美 出雲市 

 銅賞 田中俊  江津市 

 銅賞 吉田正純 大田市 



第 21回（1988）  

日本画・彫塑・工芸 会期：昭和 63年 11 月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

書 会期：昭和 63年 11 月 2日～6日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：昭和 63年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：昭和 63年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県民会館 

ビデオ映像 会期：昭和 63年 11 月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：昭和 63年 11 月 25 日～27 日 会場：石央地域地場産業振興センター 

日本画 知事賞 田植ばやし 伊藤広男 出雲市 

金賞 炎華 妹尾しま子 伯太町 

銀賞 渚にて 松井幸子 出雲市 

銀賞 奏でる 安部富男 松江市 

銅賞 潜在意識 桧垣智子 出雲市 

銅賞 立ち向う 森山正治 大東町 

銅賞 残暑の花 松原安杏 松江市 

書 知事賞 うつろひ 山田慶子 玉湯町 

金賞 洛陽道 山藤律子 益田市 

銀賞 霧 岸本翠月 松江市 

銀賞 照 照喜名登美枝 江津市 

銅賞 秋の蝶 米田郁子 松江市 

銅賞 烟雨 保科芳洲 三刀屋町 

銅賞 こころの海づら 松浦仙到 松江市 

洋画 知事賞 都会Ⅰ 槙野美智子 平田市 

金賞 エーゲ海の風 星野早苗 松江市 

銀賞 こわれものⅡ 田中敬二 大田市 

銀賞 黎明（時空） 森山恭 松江市 

銅賞 置き去られたものⅡ 近藤隆 安来市 

銅賞 マリンパークでⅡ 小野田博子 松江市 

銅賞 二人 原昌之 平田市 

工芸 知事賞 寄木拭漆短冊箱 園山文夫 出雲市 

金賞 文庫 片寄勝見 横田町 

銀賞 型染縮緬帯地 黒川裕子 浜田市 

銀賞 編造り火色組鉢 大谷江一 大社町 

銅賞 白釉銅彩山帰来文鉢 三宅行雄 出雲市 

銅賞 麻布黒漆両面平鉢 「Slip Ware と朱黒文様」 石村稔 松江市 

銅賞 透かし漆長手筥「遙遙」 高橋啓三 大社町 

写真 知事賞 ウイグルにて 小林茂雄 江津市 

金賞 砂漠を行く 小野紀美子 大田市 

銀賞 早春 吉川勝 出雲市 

銀賞 湖畔にて 内藤嘉之 宍道町 

銅賞 冬の日 佐藤光男 東出雲町 

銅賞 衛兵 古賀典篤 松江市 

銅賞 凝視 土江真弘 平田市 



デザイン 知事賞 
イラストレーション 

 ストレンジ・コレクションⅠ・Ⅱ 
近藤隆 安来市 

金賞 
イラストレーション 

 REVOLVER １９６６ 
藤沢賢二 松江市 

銀賞 
平面構成 

 カノン（１）・（２） 
梶谷美奈子 益田市 

銀賞 
パネルデザイン 

 結 Ⅰ・Ⅱ 
竹田茂 安来市 

銅賞 
ポスター 

 ニューヨークのジャズが香る 
大嶋康仁 松江市 

銅賞 遊びにおいでよ、 ぼくの動物園へ 山田かすみ 浜田市 

銅賞 
オリジナルキャラクター  

KISEKAE KID ①・② 
上村照美 松江市 

彫塑 金賞 Connection 0488012”つ”＆”ふ” 吉田正純 大田市 

銀賞 晴れ間 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 椅子に立つ 佐藤信光 松江市 

銅賞 迷夢 田中俊  江津市 

銅賞 聖観音 市原正稔 温泉津町 

銅賞 かたつむり 大島秀樹 掛合町 

ビデオ映像 奨励賞一席 素描 菰沢池 松田忠幸 江津市 

奨励賞二席 幼稚園 山本文夫 平田市 

奨励賞三席 野趣～松江～ 目次明男 松江市 

奨励賞四席 波 藤脇泰政 松江市 



 第 22 回（1989）

日本画・彫塑・工芸 会期：平成元年 11月 8日～12日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成元年 11月 15日～19 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン･ビデオ映像 会期：平成元年 11月 22日～26 日 会場：島根県立博物館 

洋画 会期：平成元年 11月 29日～12 月 3 日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：平成元年 12月 8日～10日 会場：浜田市民会館 

日本画 知事賞 叢 内藤章江 宍道町 

金賞 月あかり 岩谷敬信 大田市 

銀賞 朝粧 福間小夜子 斐川町 

銀賞 閑日 藤井克美 仁多町 

銅賞 晨 福庭ヨシエ 木次町 

銅賞 諸手船 安部富男 松江市 

銅賞 宵 舟木美代子 松江市 

書 知事賞 葉 渡辺剛 松江市 

金賞 純による 千代延公敏 浜田市 

銀賞 笛聲 保科芳洲 三刀屋町 

銀賞 西條八十詩 坪内香葉 大社町 

銅賞 祭姪文稿 松葉慈平 大田市 

銅賞 松平定信の歌 太田千江子 宍道町 

銅賞 愧能 田中瑞川 松江市 

洋画 知事賞 I CLOWNS Ⅳ 渋谷慎治 益田市 

金賞 フリーダと居た頃 喜代吉達治 浜田市 

銀賞 港 Ⅱ 舟木久美子 玉湯町 

銀賞 街角 Ⅱ 松本栄子 松江市 

銅賞 羅漢群像 野村弘志 浜田市 

銅賞 過ぎし時 Ⅱ 近藤隆 安来市 

銅賞 港 原昌之 平田市 

工芸 知事賞 木綿経緯絣着物 青戸秀則 安来市 

金賞 灰釉布目文角皿 螺山勝実 浜田市 

銀賞 硯箱 片寄勝見 横田町 

銀賞 型染紬地帯 黒川裕子 浜田市 

銅賞 白釉銅彩草文平鉢 三宅行雄 出雲市 

銅賞 欅拭漆八角箱 野白千晴 安来市 

銅賞 刻文鉢 福郷不徹 益田市 

写真 知事賞 目 佐々木聡 益田市 

金賞 信者 佐藤明 松江市 

銀賞 少年 小野紀美子 大田市 

銀賞 公園の印象 藤原肇 横田町 

銅賞 アオサギ 山田光 宍道町 

銅賞 イマジネーション 竹谷博 安来市 

銅賞 長老 品川功 大田市 



デザイン 知事賞 
壁面のためのデザイン 

 － 触・視 － 
竹田茂 安来市 

金賞 
イラストレーション 

 床のない床空間へ 
山田かすみ 浜田市 

銀賞 
ポスター 

 石見神楽 
籾田久勝 匹見町 

銀賞 
ポスター 

 THE PLANETS 
今岡裕美 松江市 

銅賞 
平面構成 

 パッヘルベルのカノン 
奥美奈子 松江市 

銅賞 
タイポグラフィー 

 万華鏡－ さくら編 － 
伊藤修二 松江市 

銅賞 
イラストレーション 

 AN DIE MUSIK 
土江浩子 松江市 

彫塑 金賞 悠 田中俊  江津市 

銀賞 青春にかける 伊藤眞美 出雲市 

銅賞 みのり 佐藤信光 浜田市 

銅賞 遙 大島秀樹 掛合町 

銅賞 斐川の女 祝部昇禅 斐川町 

ビデオ映像 奨励賞一席 宍道湖の四季 原清則 平田市 

奨励賞二席 伊努神社 山本文夫 平田市 

奨励賞三席 福祉をめざす天使たち 松田忠幸 江津市 

奨励賞四席 夕暮れの神西湖、差海川 勝部芳水 出雲市 



 第 23 回（1990）

日本画・彫塑・工芸 会期：平成 2年 11 月 14 日～18 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン･ビデオ映像 会期：平成 2年 11 月 21 日～25 日 会場：島根県立博物館 

洋画 会期：平成 2年 11 月 28 日～12 月 2 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 2年 12 月 5日～9日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：平成 2年 12 月 14 日～16 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 知事賞 夜明け 岩谷敬信 大田市 

金賞 黄映 安部富男 松江市 

銀賞 バランス 森山正治 大東町 

銀賞 遙遙 小村俊美 平田市 

銅賞 赤トンボ 松井幸子 出雲市 

銅賞 カンナ 松原安杏 松江市 

銅賞 樹霊 中村康二 横田町 

書 知事賞 弾琴 山藤律子 浜田市 

金賞 黎 天野美和子 安来市 

銀賞 前田鉄之助詩 渡部楊萃 横田町 

銀賞 万葉の歌 三好美子 益田市 

銅賞 我 花部セツコ 浜田市 

銅賞 萬方鮮 田中瑞川 松江市 

銅賞 魯 勝部素彦 出雲市 

洋画 知事賞 ブランコ乗り 山本昌子 東出雲町 

金賞 黄昏Ⅱ 舟木久美子 玉湯町 

銀賞 緑蔭 №２ 来海公江 松江市 

銀賞 港にてⅠ 小村耕一 平田市 

銅賞 「忘れられた場所Ⅱ」 近藤隆 安来市 

銅賞 待つ 池尻都 浜田市 

銅賞 十五夜のテーブル 原伊津枝 安来市 

工芸 知事賞 文庫 片寄勝見 横田町 

金賞 宴 服部全四郎 出雲市 

銀賞 欅拭漆盛器 野白千晴 安来市 

銀賞 映 近藤文子 安来市 

銅賞 松笠文花器 山岸宏史 江津市 

銅賞 黒漆塗五客喰籠 石村稔 松江市 

銅賞 七宝額「神在の処」 済葆子 松江市 

写真 知事賞 ナターシャ 四反田嘉清 松江市 

金賞 冬の海 西島啓 松江市 

銀賞 食事のあと 杉原善吉 東出雲町 

銀賞 乱舞 内藤嘉之 宍道町 

銅賞 頭 領家文忠 益田市 

銅賞 祭りの日 深田収作 東出雲町 

銅賞 神域 大西敏郎 松江市 



デザイン 知事賞 
イラストレーション 

 ディスタント・メモリー 
近藤隆 安来市 

金賞 ８月のカレンダー 長島ゆかり 益田市 

銀賞 
イラストレーション 

夢シリーズ「静物」「足」「OBJECTS} 
青砥三郎 松江市 

銀賞 
イラストレーション 

たまご星人のかくれんぼ なつかしいなあ あのころⅠ 
玉木喜久代 斐川町 

銅賞 
イラストレーション 

 「羊」そのイメージの構成 
清水主税 松江市 

銅賞 
イラストレーション 

 「寂」 
佐竹愛美 松江市 

銅賞 
イラストレーション 

 僕の雲 Ⅰ・Ⅱ 
王 永輝 松江市 

彫塑 金賞 木陰 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 華の香 祝部昇禅 斐川町 

銅賞 土の詩 山岡弘迪 大社町 

銅賞 おとこ 佐藤信光 浜田市 

銅賞 春の夢 大島秀樹 掛合町 

ビデオ映像 奨励賞一席 私の好きな季節 窪田青滋 松江市 

奨励賞二席 江の川風物詩 流燈会 松田忠幸 江津市 

奨励賞三席 スペース ファンタジー 山本文夫 平田市 



 第 24 回（1991）

日本画・彫塑・工芸 会期：平成 3年 11 月 13 日～17 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン･ビデオ映像 会期：平成 3年 11 月 20 日～24 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 3年 11 月 27 日～12 月 1 日 会場：島根県立博物館 

洋画 会期：平成 3年 12 月 5日～8日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：平成 3年 12 月 13 日～15 日 会場：浜田市民会館 

日本画 知事賞 閑 安部富男 松江市 

金賞 朧 藤井克美 仁多町 

銀賞 一息 福間小夜子 斐川町 

銀賞 早苗 舟木美代子 松江市 

銅賞 錦秋 小村俊美 平田市 

銅賞 蓮 渡部スミ子 安来市 

銅賞 春うらら 鐘築孝夫 松江市 

書 知事賞 古今和歌集 細田梅仙 木次町 

金賞 孫 岸本泰子 出雲市 

銀賞 遠 岡本弘子 松江市 

銀賞 山頭火の句 吉田稲雲 出雲市 

銅賞 雁を聞く 戸津川政世 平田市 

銅賞 古木鳴寒鳥 吉村静香 大田市 

銅賞 噴 大森百合子 斐川町 

洋画 知事賞 朽ち木 Ⅰ 安部操 加茂町 

金賞 午後 Ⅰ 森山恭 湖陵町 

銀賞 ピエロ 山本昌子 東出雲町 

銀賞 ビット 小河三郎 益田市 

銅賞 画集のあるテーブル 原伊津枝 安来市 

銅賞 孤独な時間 三原宏治 出雲市 

銅賞 港風景（Ⅰ） 原昌之 平田市 

工芸 知事賞 麻布張動物文座卓 石村稔 松江市 

金賞 型抜文様緑釉組鉢 喜多村實 斐川町 

銀賞 春の薫り 近藤文子 安来市 

銀賞 紙布帯地 原芙佐子 安来市 

銅賞 花模様型染着物 黒川裕子 浜田市 

銅賞 灰釉縁抜組平皿 永見克久 三刀屋町 

銅賞 七宝銘々皿「紅」 門脇倫子 松江市 

写真 知事賞 暮色 山下壮一 平田市 

金賞 山村 小砂福夫 松江市 

銀賞 ウラジオストックにて 竹谷博 安来市 

銀賞 小春日和 小野紀美子 大田市 

銅賞 飛翔 富田幸雄 松江市 

銅賞 衛兵 伊藤以都子 玉湯町 

銅賞 神有月のころ 足立修吉 松江市 



デザイン 知事賞 

イリューシブドリームⅠ 

     〃    Ⅱ 

     〃    Ⅲ 

近藤隆 安来市 

金賞 賀正 山田かすみ 浜田市 

銀賞 

魚―「泳」 

魚―「遊」 

魚―「眠」 

山本世津子 松江市 

銀賞 DIVISION 松本史人 松江市 

銅賞 
SPACE PENGUIN 

SPACE  TIGER 
細田愛由美 広瀬町 

銅賞 

絵本のために― 

 だいさく１ 

 だいさく２ 

奥美奈子 松江市 

銅賞 ILLUSION 高見由紀 松江市 

彫塑 金賞 彼方へ 田中俊  江津市 

銀賞 浜の風景 祝部昇禅 斐川町 

銀賞 はたち 黒川鉄治 江津市 

銅賞 初秋 高田重夫 大社町 

銅賞 お兄ちゃん 佐藤信光 安来市 

銅賞 ないしょ 中川克明 江津市 

ビデオ映像 奨励賞一席 `’９１スケッチブック 窪田青滋 松江市 

奨励賞二席 紅葉の頃 川中松苗 松江市 

奨励賞三席 月照寺の雨 園山勝美 松江市 



 第 25 回（1992）

洋画 会期：平成 4年 11 月 18 日～22 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 4年 11 月 18 日～22 日 会場：島根県民会館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 4年 12 月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン･ビデオ映像 会期：平成 4年 12 月 2日～6日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 4年 12 月 18 日～20 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 知事賞 空寂 小村俊美 浜田市 

金賞 暮色 岩谷敬信 大田市 

銀賞 白韻 妹尾しま子 伯太町 

銀賞 汀 松井幸子 出雲市 

銅賞 立春 平尾博子 出雲市 

銅賞 朴 中村康二 横田町 

銅賞 彩春 東野布由美 出雲市 

書 知事賞 比翼鳥 嘉本皐月 加茂町 

金賞 破 有田祐子 大田市 

銀賞 星野冨弘の詩 松崎圭風 横田町 

銀賞 遥 佐々木康夫 浜田市 

銅賞 君子の車 足立芳泉 松江市 

銅賞 定家・家隆の歌 三好美子 益田市 

銅賞 高砂の 江角祥丘 大社町 

洋画 知事賞 道化師の詩 祈りの時 松尾政美 益田市 

金賞 存在（時海） 森山恭 湖陵町 

銀賞 夫婦マンダラ 川上浩平 出雲市 

銀賞 焼却炉のある風景 藤原房子 松江市 

銅賞 ピエロ 山本昌子 東出雲町 

銅賞 朽ち木Ⅱ 安部操 加茂町 

銅賞 大空の風音９２秋 石倉きょうこ 横田町 

工芸 知事賞 欅拭漆文箱 野白千晴 安来市 

金賞 野弁当箱 片寄勝見 横田町 

銀賞 白釉銅彩草文平鉢 三宅行雄 出雲市 

銀賞 
パズル花器作品 A 

「むかし、むかし・・・・・・」 
喜多村實 斐川町 

銅賞 紙布帯地 原芙佐子 安来市 

銅賞 彩遊 野坂眞由美 安来市 

銅賞 鶴首一声花生 福郷不徹 益田市 

写真 知事賞 清流 松尾千鶴子 松江市 

金賞 少女 富田幸雄 松江市 

銀賞 晩秋 安達護 鹿島町 

銀賞 道 小砂福夫 松江市 

銅賞 ひまわり 石原洋二郎 松江市 

銅賞 飛翔 奥村岱造 玉湯町 

銅賞 朝にきらめく 若葉信幸 西郷町 



デザイン 知事賞 

CG デザイン 

「記憶の階層」１ 

「記憶の階層」２ 

泉賢二 松江市 

金賞 
きもちいいⅠ 

きもちいいⅡ 
玉木喜久代 斐川町 

銀賞 
「PROJECTOR」１ 

「PROJECTOR」２ 
片寄敬介 安来市 

銀賞 

「PAUSE（小休止）」一九九一 

「PAUSE（小休止）」一九九二 

「PAUSE（小休止）」一九九三 

渡部美和子 江津市 

銅賞 

ステンドグラスパネル  

濁り DECEMBER 

GLASS ART 若者よ！ 

荒川利夫 松江市 

銅賞 時間と空間 野嶋美砂子 松江市 

銅賞 

イラストレーション  

「ニューウェーブ」 

ソフトマシーン 

大野寛人 松江市 

彫塑 知事賞 独翔 大平昻一 出雲市 

銀賞 涼風 高田重夫 大社町 

銀賞 腰掛けた女 伊藤眞美 出雲市 

銅賞 行道 中尾芳雄 出雲市 

銅賞 NO 佐藤信光 安来市 

ビデオ映像 奨励賞一席 今に伝わる弘法大師講 窪田青滋 松江市 

奨励賞三席 流鏑馬 村上元秋 益田市 



 第 26 回（1993）

洋画 会期：平成 5年 11月 17 日～21 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 5年 11月 17 日～21 日 会場：島根県民会館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 5年 12月 1日～5日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：平成 5年 12月 8日～12日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 5年 12月 17 日～19 日 会場：浜田市民会館 

日本画 知事賞 月明かり 上田緑 安来市 

金賞 風薫る 小村光子 平田市 

銀賞 樹 山田育雄 出雲市 

銀賞 高原の彩 勝部奎子 松江市 

銅賞 遊 平尾博子 出雲市 

銅賞 晨 舟木美代子 松江市 

銅賞 炭 藤井克美 仁多町 

書 知事賞 尾崎左永子の歌 小豆沢朱水 大社町 

金賞 呼 小丸明子 浜田市 

銀賞 裳 菅井緋桜 松江市 

銀賞 早発白帝城 藤若兼利 金城町 

銅賞 咲ける秋萩 小川南 浜田市 

銅賞 漣 有田祐子 大田市 

銅賞 みち 青山美代 三隅町 

洋画 知事賞 静かなるいのり ２ 石倉きょう子 出雲市 

金賞 エンドレス 渋谷慎治 益田市 

銀賞 ジキル博士のユウウツ 川上浩平 出雲市 

銀賞 白い壁のある街角 米原夕美子 松江市 

銅賞 Material space Ⅲ 宮本崇広 出雲市 

銅賞 祭壇 佐野賢之助 松江市 

銅賞 朝の室内 原昌之 平田市 

工芸 知事賞 麻布張立木文折敷 石村稔 松江市 

金賞 刷毛目かき落とし壺 高橋幸治 松江市 

銀賞 欅八角経筒 片寄勝見 横田町 

銀賞 
七宝額 

「暮れるとき」 
門脇倫子 松江市 

銅賞 紙布帯地 原ふさ子 安来市 

銅賞 
四季の花シリーズ冬 

寒椿 
永窪峰子 松江市 

銅賞 
花鳥文丁字色地 

型染帯 
黒川裕子 浜田市 

写真 知事賞 飛翔 加納和明 平田市 

金賞 朝のひととき 品川功 大田市 

銀賞 秋陽 井上健治 旭町 

銀賞 祭りの日 小砂福夫 松江市 

銅賞 芳子 飯田寛治 三刀屋町 



銅賞 樹海 吉田信幸 西郷町 

銅賞 晩秋 田村芳保 松江市 

デザイン 知事賞 
VIRTUAL DANCEⅠ 

VIRTUAL DANCEⅡ 
泉賢二 松江市 

金賞 

イラストレーション 

Merry Christmas Ⅰ 

Merry Christmas Ⅱ 

渡部美和子 江津市 

銀賞 

絵本 

「ぼくがみたゆめのおはなし１」 

「ぼくがみたゆめのおはなし２」 

「ぼくがみたゆめのおはなし３」 

須山美鈴 八雲村 

銀賞 

自己啓発イラストレーション 

「ちょっと出てみよう」 

「しぼり出そうぜ」 

玉木喜久代 斐川町 

銅賞 
さかな・平穏 

さかな・衝撃 
吾郷慶子 松江市 

銅賞 

イラストレーション 

「時計 Ⅰ」 

「時計 Ⅱ」 

野嶋美砂子 松江市 

銅賞 
「季によせてⅠ」 

「季によせてⅡ」 
中田陽子 松江市 

彫塑 銀賞 苦悩の秋’９３ 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 大望 祝部昇禅 斐川町 

銅賞 行道八段 中尾芳雄 出雲市 

銅賞 秋の帽子 井上博 松江市 

銅賞 凸 山本賀彦 安来市 

ビデオ映像 奨励賞一席 宍道湖スケッチ 川中松苗 松江市 

奨励賞二席 宍道湖ジェットスキー 窪田玲子 松江市 



 第 27 回（1994）

洋画 会期：平成 6年 11月 16 日～20 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 6年 11月 16 日～20 日 会場：島根県民会館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 6年 11月 30 日～12 月 4 日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：平成 6年 12月 7日～11日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 6年 12月 16 日～18 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 知事賞 奏間 福間小夜子 斐川町 

金賞 秋彩 平尾博子 出雲市 

銀賞 調べ 福庭ヨシエ 木次町 

銀賞 秋のこえ 勝部奎子 松江市 

銅賞 風韻 内藤章江 宍道町 

銅賞 杉 中村康二 横田町 

銅賞 ひまわりの歌 米原ひろ子 出雲市 

書 知事賞   飯塚藤恵 松江市 

金賞 山家集 長浜清風 出雲市 

銀賞 しゅう 中山瑞枝 浜田市 

銀賞  山 山崎澄江 大田市 

銅賞 津軽 岡本圭玉 松江市 

銅賞 静夜思 山田史仙 温泉津町 

銅賞 創 金山和資 斐川町 

洋画 知事賞 白い街 米原夕美子 松江市 

金賞 聞き取れなかった言葉 楫康治 横田町 

銀賞 休日 池尻都 鹿島町 

銀賞 光のさす部屋Ⅱ 原昌之 平田市 

銅賞 
パパの育児日記 

（しゃぼんだま） 
川上浩平 出雲市 

銅賞 シルクロードの顔Ⅰ 渡部幸世 出雲市 

銅賞 映画館幻想 森井久司 安来市 

工芸 金賞 白雲壺 福郷不徹 益田市 

銀賞 炭化焼締波文壺 江口茂雄 出雲市 

銀賞 窯変石目 壺 安食孝久 平田市 

銅賞 欅拭漆組皿 野白千晴 安来市 

銅賞 花かげ 飯塚登貴子 安来市 

銅賞 焼締花器暁雲 鹿田正夫 浜田市 

写真 知事賞 たそがれ 長谷川正治 松江市 

金賞 青春 松原敦子 松江市 

銀賞 浜っ子 門脇眞吾 松江市 

銀賞 山里にて 安達将 安来市 

銅賞 石仏 飯田寛治 三刀屋町 

銅賞 朝霧 勝部とよ 松江市 

銅賞 祭りの日 佐藤明 松江市 



デザイン 金賞 
Christ's Invitation  

～Joy～ 
渡部美和子 江津市 

銀賞 

絵本 

「まっちゃんの石の塔できたかなあ」１ 

「まっちゃんの石の塔できたかなあ」２ 

「まっちゃんの石の塔できたかなあ」３ 

須山美玲 八雲村 

銀賞 
異空間の切り出し 

「森の中の眼」 
畑温 出雲市 

銅賞 
オブジェ 

無限の迷い 
荒川利夫 松江市 

銅賞 扉 春日謙一 益田市 

銅賞 

洋菓子の箱のための意匠 

「Pure Decolight １」 

「Pure Decolight ２」 

「Pure Decolight ３」 

片寄敬介 安来市 

彫塑 金賞 腰掛けて・・・ 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 はるか 田中俊  江津市 

銀賞 みのり 黒川鉄治 江津市 

銅賞 休日 大島秀樹 掛合町 

銅賞 ポーズ 難波秀夫 木次町 

銅賞 かなたへ 松本健志 大社町 

ビデオ映像 奨励賞一席 庭火祭 渡邊健二 松江市 

奨励賞二席 月の輪祭り 勝部敏伸 安来市 

奨励賞三席 花火 園山勝美 松江市 



 第 28 回（1995）

写真・デザイン 会期：平成 7年 11月 8日～12日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：平成 7年 11月 15 日～19 日 会場：島根県立博物館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 7年 11月 29 日～12 月 3 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 7年 12月 6日～10日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 7年 12月 15 日～17 日 会場：石西県民文化会館 

日本画 知事賞 菜種の花の咲く頃 松下純子 出雲市 

金賞 芳香 東野布由美 出雲市 

銀賞 杉 中村康二 横田町 

銀賞 一隅 矢野光枝 出雲市 

銅賞 浅春 勝部奎子 松江市 

銅賞 土笛 平田洋子 平田市 

銅賞 昼下り 長岡文子 平田市 

書 知事賞 慨 雲石令子 大田市 

金賞 松濤 杉谷溪水 斐川町 

銀賞 意 板倉満幸 温泉津町 

銀賞 秋 川上静子 大田市 

銅賞 一穂の詩 椿龍雄 安来市 

銅賞 木簡 真鍋智浩 弥栄村 

銅賞 万葉の歌 三好美子 益田市 

洋画 知事賞 楽園の住人Ａ 森井久司 安来市 

金賞 かいじゅ 春日裕次 出雲市 

銀賞 聖者像Ⅰ 佐野賢之助 松江市 

銀賞 浜 小村耕一 平田市 

銅賞 炭の舞 秋鹿陽子 松江市 

銅賞 水の街 正国享子 松江市 

銅賞 Ｗｉｎｄ Ⅰ 小野田博子 松江市 

工芸 知事賞 栃拭漆文机 野白千晴 安来市 

金賞 松笠文花器 山岸宏史 江津市 

銀賞 アンコール 石倉澄子 松江市 

銀賞 欅拭漆盛器 久米信行 松江市 

銅賞 押文青釉鉢 井上寿人 斐川町 

銅賞 秋日和 飯塚登貴子 安来市 

銅賞 欅拭漆文箱 中村一夫 布施村 

写真 知事賞 望郷 飯田寛治 三刀屋町 

金賞 飛翔 内藤嘉之 宍道町 

銀賞 父・８０歳 枡田一男 松江市 

銀賞 白い扉 田村芳保 松江市 

銅賞 五月の畔 安達彰 松江市 

銅賞 彩風 奥田襄一 松江市 

銅賞 少年 土屋光興 邑智町 



デザイン 知事賞 electric cycle AROMA 春日謙一 益田市 

金賞 ある空間の流れ 畑温 出雲市 

銀賞 限界 荒川利夫 松江市 

銀賞 サイレントフォレストⅢ 玉木喜久代 斐川町 

銅賞 

カレンダー・イラスト（７月） 

カレンダー・イラスト（８月） 

カレンダー・イラスト（９月） 

錦織肇 斐川町 

銅賞 

１９９７CALENDR（1～４月） 

１９９７CALENDR（５～８月） 

１９９７CALENDR（９～１２月） 

櫻井百合子 松江市 

銅賞 デザインは楽し 浜田一則 安来市 

彫塑 金賞 巡想 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 行道八段火車 中尾芳雄 出雲市 

銀賞 悠 田中俊  江津市 

銅賞 還暦 山田清 石見町 

銅賞 兄妹 佐藤信光 安来市 

銅賞 望 難波秀夫 木次町 

ビデオ映像 奨励賞一席 灯籠流し 園山勝美 松江市 

奨励賞二席 来待石灯ろう 勝部敏伸 安来市 

奨励賞三席 かがり火とマニプリの夕べ 米田裕幸 八雲村 



 第 29 回（1996） 

洋画・書 会期：平成 8年 11月 13 日～17 日 会場：島根県民会館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 8年 12月 4日～8日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：平成 8年 12月 4日～8日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 8年 12月 13 日～15 日 会場：県立国際短期大学 

日本画 知事賞 小さな花たち 東野布由美 出雲市 

金賞 残照 吉岡珠恵 松江市 

銀賞 翠 中村康二 横田町 

銀賞 落日 渡部スミ子 安来市 

銅賞 残照 高橋恭子 西郷町 

銅賞 清夜 清水誠子 出雲市 

銅賞 更紗の女 米原ひろこ 出雲市 

書 知事賞 勧 小林礼子 大田市 

金賞 しょう 青山美代 三隅町 

銀賞  井勇の詩 千家由美 大社町 

銀賞 美しく 伊藤蘭峯 松江市 

銅賞 文徴明の詩 古浦義己 松江市 

銅賞 誠 宮崎洋子 益田市 

銅賞 飛 中村範子 大田市 

洋画 知事賞 聖壇 佐野賢之助 松江市 

金賞 回生 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 時の断片 和崎正美 出雲市 

銀賞 パンテオン広場 川上浩平 出雲市 

銅賞 虚構・内・存在Ⅰ 松本真木夫 松江市 

銅賞 ｗｉｎｄ 小野田博子 松江市 

銅賞 ＤＲＥＡＭ ＴＨＥＡＴＥＲ 石金紀子 出雲市 

工芸 金賞 欅拭漆盛器 久米信行 松江市 

銀賞 紙布すくい織帯 原芙佐子 安来市 

銀賞 青伊羅保大花瓶 螺山勝治 浜田市 

銅賞 炭化焼締雲文壺 鹿田正夫 浜田市 

銅賞 風神雷神図蒔絵文庫 高田晃平 出雲市 

銅賞 七宝茶碗「花水木」 赤木美佐子 松江市 

写真 知事賞 ホータンの女 清水利美 松江市 

金賞 ペリカン 中野俊彦 松江市 

銀賞 暮色 堀田勝己 松江市 

銀賞 山羊と少年 勝部とよ 松江市 

銅賞 女 枡田一男 松江市 

銅賞 黄昏群像 大崎武晴 浜田市 

銅賞 夏彩 奥村岱造 玉湯町 



デザイン 知事賞 
 electric monocycle AROMA Ⅱ 

（アロマセカンド） 
春日謙一 浜田市 

金賞 国際交流促進協会 呉 偉光 松江市 

銀賞 絵本 小原恭子 松江市 

銀賞 見てると見られている 畑温 出雲市 

銅賞 Mｙ Color Ⅰ 櫻井百合子 松江市 

銅賞 
 ローマ字による表現Ⅰ 

～ＫＡＤＯＯＫＡ～ 
門岡裕二 松江市 

銅賞 
 島根ＰＲ用ポスター 

「コラージュ・安来節」もみがら編 
錦織肇 斐川町 

彫塑 金賞 せつない 近田裕喜 安来市 

銀賞 な 思い・・・。 田中俊  江津市 

銀賞 雨音の天使 若松利嘉 安来市 

銅賞 夏から秋への光と風 井上博 松江市 

銅賞 祖父 細田愛由美 松江市 

銅賞 自由になった足 佐藤信光 安来市 

ビデオ映像 奨励賞二席 荒神谷遺跡はすの花 川中松苗 松江市 

奨励賞三席 たべちゃるラリー 勝部明子 安来市 



 第 30 回（1997） 

日本画・彫塑・工芸 会期：平成 9年 11 月 5日～9日 会場：島根県立博物館 

写真･デザイン 会期：平成 9年 11 月 5日～9日 会場：島根県民会館 

洋画 会期：平成 9年 11 月 19 日～23 日 会場：島根県立博物館 

書 会期：平成 9年 11 月 19 日～23 日 会場：島根県民会館 

移動展 会期：平成 9年 12 月 5日～7日 会場：石西県民文化会館 

日本画 知事賞 昼下がり 青木由利 大社町 

金賞 大根 矢野光枝 出雲市 

銀賞 夜明け 松下純子 出雲市 

銀賞 鶏頭 渡部スミ子 安来市 

銅賞 風渡る 清水誠子 出雲市 

銅賞 フィレンチェの記憶 勝部奎子 松江市 

銅賞 生 中村康二 横田町 

書 知事賞  岡秀子の歌 金築慧子 出雲市 

金賞 非 中村範子 大田市 

銀賞 実 藤井哲二 浜田市 

銀賞 七言二句 浅野佳子 大社町 

銅賞 しぐれの雨 佐々木東亜子 浜田市 

銅賞 露 椿忍 松江市 

銅賞 めい 中谷真澄 浜田市 

洋画 知事賞 あすへの想い 高橋恭子 出雲市 

金賞 Ｗｉｎｄ '97 Ⅰ 小野田博子 松江市 

銀賞 コンコルド広場 川上浩平 出雲市 

銀賞 秘密の場所Ⅱ 清水綾子 出雲市 

銅賞 炭の構図 秋鹿陽子 松江市 

銅賞 廃船 神庭明 安来市 

銅賞 ＰＯＥＭ 小川雅子 松江市 

工芸 知事賞 七宝額「夕暮れ」 門脇倫子 松江市 

金賞 省胎七宝水指「ＣＯＣＯＲＯ」 中島三千子 松江市 

銀賞 花模様型染紬地帯 黒川裕子 浜田市 

銀賞 孔雀文贐台 高田晃平 出雲市 

銅賞 杉杢拭漆短冊箱 中村一夫 布施村 

銅賞 組鉢 入澤道子 松江市 

銅賞 錬込鉢 舟木尚美 玉湯町 

写真 知事賞 大山 池田清一郎 松江市 

金賞 茶人 安達彰 松江市 

銀賞 樹海 岡敏文 松江市 

銀賞 夕照日本海 田中昭則 三隅町 

銅賞 牧畑にて 勝部とよ 松江市 

銅賞 「Ｄｉａｎａ] 木村仁助 松江市 

銅賞 アメリカ 畑原英明 宍道町 



デザイン 知事賞 
ＷＯＮＤＥＲ ＳＨＩＭＡＮＥ１,２,３ 

（宍道湖月景）、（斐伊川最下流）、（武家屋敷） 
松岡宏明 松江市 

金賞 「華」「群」 清井幸夫 益田市 

銀賞 
Dolphina 

ド・ル・フィ・ナ 
春日謙一 松江市 

銀賞 葛籠の風景 錦織肇 斐川町 

銅賞 野生動物保護団体 呉 偉光 松江市 

銅賞 山陰山菜（カレンダー） 武 宇林 松江市 

銅賞 ポスター 布野ユカ 出雲市 

彫塑 金賞 働く 佐藤信光 安来市 

銀賞 行道七段簓 中尾芳雄 出雲市 

銀賞 息を吸う人 若松利嘉 安来市 

銅賞 CONNEXION '97 松本健志 浜田市 

銅賞 晩秋のよそおい 井上博 松江市 

銅賞 座す女 伊藤眞美 出雲市 

ビデオ映像 奨励賞一席 ホーランエンヤ日本三大船神事 川中松苗 松江市 

奨励賞二席 かがり火とクリヤッタムの夕べ 渡邊健二 松江市 
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書 会期：平成 10年 11月 4日～8日 会場：島根県民会館 

写真･デザイン 会期：平成 10年 11月 18 日～22 日 会場：島根県民会館 

日本画･彫塑･工芸 会期：平成 10年 11月 18 日～22 日 会場：島根県立博物館 

洋画 会期：平成 10年 12月 2日～6日 会場：島根県立博物館 

移動展 会期：平成 10年 12月 11 日～13 日 会場：島根県立国際短期大学交流センター 

日本画 知事賞 昏れなずむ 高橋恭子 西郷町 

金賞 曉に咲く 松下純子 出雲市 

銀賞 涼 勝部奎子 松江市 

銀賞 爽 長岡文子 平田市 

銅賞 暉 糸原政雄 大社町 

銅賞 ひととき 清水誠子 出雲市 

銅賞 蔵 中村康二 横田町 

書 知事賞 飛 有間裕子 大田市 

金賞 みょう 青山美代 三隅町 

銀賞 金子光晴の詩 足立孝子 安来市 

銀賞 涌醴横流（篆刻） 高橋草雲 出雲市 

銅賞 そらになる 石賀多津子 松江市 

銅賞 聴 宮崎洋子 益田市 

銅賞 断 中村範子 大田市 

洋画 知事賞 共生Ⅱ 花谷久代 広瀬町 

金賞 どんぐりのめがでたよ 三島耕二 松江市 

銀賞 夏の終り 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 みづうみの精 高橋恭子 出雲市 

銅賞 漂 飯塚康弘 大社町 

銅賞 ＳｐａｃｅⅠ 小野田博子 松江市 

銅賞 たたずむかたち 鎌田和人 出雲市 

工芸 知事賞 花鳥模様小紋着物 黒川裕子 浜田市 

金賞 焼締象嵌壷 佐貫明良 佐田町 

銀賞 欅拭漆盛器 久米信行 松江市 

銀賞 七宝焼水指「ｃｏｒａｚ ｎ」 松本三千子 松江市 

銅賞 台形花入 三浦節子 津和野町 

銅賞 紙布帯地 原扶佐子 安来市 

銅賞 黒柿梟図香合 小玉治朗 出雲市 

写真 知事賞 夜明けの頃 吉岡敏隆 加茂町 

金賞 陽光 福間聖 頓原町 

銀賞 砂漠の民 児島美智子 島根町 

銀賞 初めての金ボタン 藤井勝義 仁多町 

銅賞 カシュガルの女 安達彰 松江市 

銅賞 山里 奥村岱造 玉湯町 

銅賞 閑日 中須光則 松江市 



デザイン 知事賞 春の輝き 武宇林 松江市 

金賞 
ＷＯＮＤＥＲ ＳＨＩＭＡＮＥ４，５，６ 

（斐川町築地松）、（出雲大社）、（知夫赤壁） 
松岡宏明 松江市 

銀賞 「闇」「光」 清井幸夫 益田市 

銀賞 プライバシープロテクション（Ａ）・（Ｂ） 青山千恵美 鹿島町 

銅賞 丑三つ 
NEAMTIU 

GLORIA 
松江市 

銅賞 大切にするってこと 赤名卓大 仁多町 

銅賞 自傷行為 布野功秀 出雲市 

彫塑 知事賞 行道六段鈴踊 中尾芳雄 出雲市 

金賞 秋陽の輝き 井上博 松江市 

銀賞 反省期 岩﨑光彦 安来市 

銀賞 夏の終わりに 清水洋一 安来市 

銅賞 自分 近田裕喜 安来市 

銅賞 追憶 田中俊  江津市 

銅賞 風を聴く 山岡弘廸 大社町 

ビデオ映像 奨励賞一席 さだ須佐太鼓 川中松苗 松江市 

 奨励賞二席 響と舞 渡邊健二 松江市 
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日本画・書・工芸・ 

デザイン・彫塑 
会期：平成 12年 11 月 18 日～26 日 会場：島根県立美術館企画展示室 

洋画・写真 会期：平成 12年 11 月 18日～26 日 会場：島根県立美術館ギャラリー 

移動展 会期：平成 12年 12 月 1日～3日 会場：石見町中央公民館 

日本画 知事賞 咲きのぼる 勝部奎子 松江市 

金賞 バス停 米原ひろこ 出雲市 

銀賞 盛夏に憩う 武田美紗子 松江市 

銀賞 青柿 小村方子 松江市 

銅賞 お出迎え 中村康二 横田町 

銅賞 造船所の夕景 吉岡珠恵 松江市 

銅賞 初冬に咲く 矢野光枝 出雲市 

書 知事賞 枕草子 牛尾松香 浜田市 

金賞 遙 中村範子 大田市 

銀賞 朝焼 安達明加 松江市 

銀賞 子 鈴木忠子 江津市 

銅賞 軽雲 田中仙雲 邑智町 

銅賞 處和 太田康雲 出雲市 

銅賞 夜空 知野見悦子 大田市 

洋画 知事賞 ならの木広場のうんどう会 三島耕二 松江市 

金賞 風わたるⅠ 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 砂漠の幻影 蔵敷真弓 出雲市 

銀賞 三人 神庭明 安来市 

銅賞 ＳＨＯＥ ＳＨＥＬＶＥＳ Ⅰ 伊藤容子 出雲市 

銅賞 トロ箱Ⅰ 岩田義男 松江市 

銅賞 私の仕事Ⅰ 宇津井康興 松江市 

工芸 知事賞 布目角皿 螺山勝治 浜田市 

金賞 流紋青壷 小林家康 浜田市 

銀賞 神話（稲田姫） 飯塚登貴子 安来市 

銀賞 花入（やたらあみ） 龍澤光恵 仁摩町 

銅賞 七宝額絵「光と陰」 野坂真由美 安来市 

銅賞 焼締木ノ葉象嵌壷 佐貫明良 佐田町 

銅賞 秋草 赤木美佐子 松江市 

写真 知事賞 牧童達 江角英之 松江市 

金賞 夏の日 湯浅明 平田市 

銀賞 まつり 大谷公夫 松江市 

銀賞 闘牛 桑原雄一 松江市 

銅賞 インパルス 中原幸雄 松江市 

銅賞 自己主張 野村愛子 浜田市 

銅賞 寂 本田崇博 宍道町 



デザイン 知事賞 日本の私Ⅰ 
スリプクサチャード 

・シッティラット 
松江市 

金賞 上へ 坂本笑子 松江市 

銀賞 ＨＡＰＰＹ？ 辰巳裕子 松江市 

銀賞 緑の諧調 小原恭子 松江市 

銅賞 太陽 高尾介人 木次町 

銅賞 幽玄 清井幸夫 益田市 

銅賞 やすらぎのさと 泉麗子 金城町 

彫塑 知事賞 夏の風 伊藤眞美 出雲市 

金賞 炎 松本健志 浜田市 

銀賞 神木運搬 佐藤信光 安来市 

銀賞 風によせて 山岡弘廸 大社町 

銅賞 見得 吉田久康 出雲市 

銅賞 ハゼの祈り 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 時の行方 近田裕喜 安来市 
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日本画・書・工芸・彫塑 会期：平成 12年 11 月 18 日～26 日 会場：島根県立美術館企画展示室 

洋画・写真・デザイン 会期：平成 12年 11 月 18 日～26 日 会場：島根県立美術館ギャラリー 

移動展 会期：平成 12年 12 月 1日～3日 会場：石見町中央公民館 

日本画 知事賞 稔りのとき 武田美紗子 松江市 

金賞 春萌 高橋恭子 西郷町 

銀賞 秋桜 石橋陽子 松江市 

銀賞 神将 松谷伸吉 大社町 

銅賞 冬至 森脇昭市 出雲市 

銅賞 仏 森田泰夫 出雲市 

銅賞 香 山田育雄 出雲市 

書 知事賞 光 沖田天山 江津市 

金賞 龍 宅和艸風 大田市 

銀賞 まろみ 梅田秀峰 江津市 

銀賞 木村蕪城の句 金築慧子 出雲市 

銅賞 游戲三昧 三次松雲 出雲市 

銅賞 王維詩 浅野佳子 大社町 

銅賞 群 多胡伸子 松江市 

洋画 知事賞 樹根（Ⅱ）（縄文杉） 勝部和子 大田市 

金賞 フラワーショップ 葛原順平 出雲市 

銀賞 歴史 楫康治 広瀬町 

銀賞 トロ箱Ⅰ 岩田義男 松江市 

銅賞 古墳・黄落 中島啓子 松江市 

銅賞 赤の風景 宇津井康興 松江市 

銅賞 潮風の吹くⅢ 藤原房子 松江市 

工芸 知事賞 木綿市松織着物 二階堂晃子 安来市 

金賞 豊穣の祈り 飯塚登貴子 安来市 

銀賞 省胎七宝花器「游」 松本三千子 松江市 

銀賞 炭化焼締花器 黎明 鹿田正夫 浜田市 

銅賞 「よろこび」 長田キクエ 宍道町 

銅賞 盛器 大谷江一 大社町 

銅賞 焼締象嵌皿 佐貫明良 佐田町 

写真 知事賞 シルクロードの民 児島美知子 島根町 

金賞 れんげえ舞 枡田一男 松江市 

銀賞 どろんこ祭の余興 野村愛子 浜田市 

銀賞 七夕祭り 本田崇博 宍道町 

銅賞 サーファー 小川明夫 浜田市 

銅賞 祭りの少女 多根辰三 八雲村 

銅賞 エルサレムにて 古川弘自 松江市 



デザイン 知事賞 性格改善ポスター 濱田博之 横田町 

金賞 
・わたしのまち-ＫＯＢＥ- 

・わたしのまち-ＭＡＴＳＵＥ- 
辰巳裕子 松江市 

銀賞 ぬくもり 出口里恵 横田町 

銀賞 けろちゃんのいけ 坂本笑子 松江市 

銅賞 母なる海へ 内田京子 仁多町 

銅賞 切望 杉野瑞穂 松江市 

銅賞 Ｉｔ‘ｓ Ｍｙ Ｌｉｆｅ 管田啓司 松江市 

彫塑 知事賞 行道三段中拝 中尾芳雄 出雲市 

金賞 野辺 山岡弘廸 大社町 

銀賞 紅 近田裕喜 安来市 

銀賞 難民（１） 佐藤信光 安来市 

銅賞 ギョ！ 田中俊  江津市 

銅賞 『Ｌａ』 細田愛由美 松江市 

銅賞 夏がすぎて 井上博 松江市 
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中央展 会期：平成 13年 11 月 17 日～25 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 13年 11 月 30 日～12 月 2 日 会場：ふれあいホールみと 

日本画 知事賞 往く秋の 清原茂治 松江市 

金賞 庭の朝 西村洋子 東出雲町 

銀賞 道ばたの春 岡本幸子 広瀬町 

銀賞 森への誘い 村上ななほ 松江市 

銅賞 窓辺に咲く 永沼美佳 横田町 

銅賞 薫 平田洋子 平田市 

銅賞 尼寺 松谷伸吉 大社町 

書 知事賞 親 丸山文子 大田市 

金賞 満天星の花 小西玉扇 松江市 

銀賞 燈火 堀場眞知子 大田市 

銀賞 ゆく河 梅田秀峰 江津市 

銅賞 運 水黒愛子 浜田市 

銅賞 万葉集 松尾博子 木次町 

銅賞 葉 三谷眞砂子 大田市 

洋画 知事賞 叫び 神庭明 安来市 

金賞 トロ箱Ⅱ 岩田義男 松江市 

銀賞 古墳晩秋－Ⅰ 中島啓子 松江市 

銀賞 放牧の詩－成人の日（Ⅱ） 宮崎米作 安来市 

銅賞 樹根Ⅱ 勝部和子 大田市 

銅賞 扉 田部明芳 大東町 

銅賞 静物のコンポジションⅠ 岩田賀代子 広瀬町 

工芸 知事賞 泥彩焼締壷「秋薫」 三浦亜紀 津和野町 

金賞 炭化焼締 壷 安食孝久 平田市 

銀賞 型絵染着物「野の花」 黒川裕子 江津市 

銀賞 刻文 壷 福郷徹 益田市 

銅賞 有線七宝蓋物「双蝶々」 松本三千子 松江市 

銅賞 折り縫い絞り藍染着尺 
リケッツ 

・ローランド 
広瀬町 

銅賞 いっちん鉢組 松本尚子 松江市 

写真 知事賞 赤い鍬 入江啓介 大田市 

金賞 祈り 笠井勝之 松江市 

銀賞 少女 根宜康広 大田市 

銀賞 少女 古瀬倶之 出雲市 

銅賞 壬生狂言 平野哲二 松江市 

銅賞 遊宴 本田崇博 宍道町 

銅賞 ひと時の二人 高橋馨 松江市 



デザイン 知事賞 Ｄｕｃｋｙ／ｍｋ．． 山根美紀 横田町 

金賞 Ｒｅｓｔｒａｉｎｔ ～束縛～  椿紋子 出雲市 

銀賞 

Ｌｅｔ’ｓ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ－Ⅰ 

Ｌｅｔ’ｓ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ－Ⅱ 

Ｌｅｔ’ｓ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ－Ⅲ 

近藤朋 松江市 

銀賞 Ｉｔ’ｓ ａ ｓｍａｌｌ ｗｏｒｌｄ（小さい秋見つけた！） 宮﨑ハツヱ 浜田市 

銅賞 観光用ポスター「神集古里（陽）」 錦織肇 斐川町 

銅賞 ｐｏｗｄｅｒ 泉麗子 金城町 

銅賞 ｃｈａｏｓ 廣江静佳 松江市 

彫刻 金賞 微睡み 伊藤眞美 出雲市 

銀賞 青雲 佐藤信光 安来市 

銀賞 Ｋｉ－Ｚｕ－Ｎａ 村山創達 東出雲町 

銅賞 危機一髪 田中俊  江津市 

銅賞 ときめきの朝 清水洋一 安来市 

銅賞 刻－０１ 松本健志 浜田市 
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中央展 会期：平成 14年 11 月 16 日～24 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 14年 11 月 29 日～12 月 1 日 会場：金城町総合体育館 

日本画 知事賞 雨を待つ 浜村厚子 出雲市 

金賞 薔薇 平田洋子 平田市 

銀賞 室内 富岡文枝 出雲市 

銀賞 島根の天然記念物 黒柏 西村洋子 東出雲町 

銅賞 挽歌 武田美紗子 松江市 

銅賞 哀しき百済 松谷伸吉 大社町 

銅賞 風土記野の花 矢野きよ子 松江市 

書 知事賞 土屋文明の歌 今岡文子 木次町 

金賞 愛 水黒愛子 浜田市 

銀賞 聲 松原美佐子 出雲市 

銀賞 中村稔の詩 杉原比呂子 大社町 

銅賞 山高水深 堀場眞知子 大田市 

銅賞 豊 坂井幸子 金城町 

銅賞 三谷泰弘の詩 手銭秀萌 大社町 

洋画 知事賞 「ＩＺＵＭＯ｣のひびき（まつり）Ｃ 田辺二枝 松江市 

金賞 叫び Ⅱ 神庭明 安来市 

銀賞 ＫＡ－ＷＡ－ＫＩ 和崎正美 出雲市 

銀賞 屹立 鳥畑芳夫 松江市 

銅賞 Ａ と Ｂ 藏敷真弓 出雲市 

銅賞 放牧の詩＝刻．嘆き 宮崎米作 安来市 

銅賞 木化する人 野津義輝 茨城県 

工芸 知事賞 省胎七宝鉢「風」 松本三千子 松江市 

金賞 組皿 大谷江一 大社町 

銀賞 型染ちりめん地着物「秋桜」 黒川裕子 江津市 

銀賞 のれん－メヌエット 井西静馬 安来市 

銅賞 線彫 壺 福郷徹 益田市 

銅賞 来待釉かぶと鉢 福間英司 大東町 

銅賞 手刳り皿 矢沢真優美 松江市 

写真 知事賞 白い椅子 入江啓介 大田市 

金賞 流神 高野孝治 松江市 

銀賞 少数民族 石原甫 大田市 

銀賞 夏・少女 余村好美 東出雲町 

銅賞 ペリカン 小笠原富子 松江市 

銅賞 妹 津田春奈 松江市 

銅賞 翔 尾﨑美智 浜田市 



デザイン 知事賞 Soul 柳楽武臣 湖陵町 

金賞 共存共栄 内田京子 仁多町 

銀賞 
ルイス・キャロルの真昼の夢 

－もしくは、キングとクイーンの金婚式－ 
森脇秀亘 大田市 

銀賞 １９年、あゆ美の歩み 服部あゆ美 出雲市 

銅賞 私の生い立ち 板倉麻衣子 横田町 

銅賞 見たがる目 山川房子 広瀬町 

銅賞 風海－kazaumi-  泉麗子 金城町 

彫刻 知事賞 風韻－０３ 松本健志 浜田市 

金賞 サライの女 清水洋一 安来市 

銀賞 直立隆々 井上博 松江市 

銀賞 子守歌 佐藤信光 安来市 

銅賞 青春 山田清 石見町 

銅賞 デアイ 村山創達 東出雲町 

銅賞 主 田中俊  江津市 



 第 36 回（2003）

中央展 会期：平成 15年 11 月 15 日～24 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 15年 12 月 5日～7日 会場：隠岐島文化会館 

日本画 知事賞 海人の畑 矢野きよ子 松江市 

金賞 月光 阪口初子 出雲市 

銀賞 カンナの花 石橋陽子 松江市 

銀賞 漁り火 青山明美 鹿島町 

銅賞 彩る 陶山美佳 木次町 

銅賞 阿修羅 松谷伸吉 大社町 

銅賞 洗う 打田はるみ 出雲市 

書 知事賞 北原白秋の詩 石田千弓 仁多町 

金賞 地 森脇寿子 大田市 

銀賞 万葉集の歌 塩野礼子 宍道町 

銀賞 福 福原房江 益田市 

銅賞 雁將秋色 岩浅和子 平田市 

銅賞 磨 森山光子 平田市 

銅賞 旅 佐々木史子 江津市 

洋画 知事賞 ひびきＡ 田辺二枝 松江市 

金賞 ＫＡ－ＷＡ－ＫＩ Ⅳ 和崎正美 益田市 

銀賞 森の歌Ⅱ 樋野梢 松江市 

銀賞 グラナダの町Ⅰ 岡本秀夫 平田市 

銅賞 星降る夜 藏敷真弓 出雲市 

銅賞 深海の詩Ⅰ 岩崎久美子 安来市 

銅賞 土偶 中島啓子 松江市 

工芸 知事賞 紙布草木染め帯 石塚元子 安来市 

金賞 編込皿 大谷江一 大社町 

銀賞 四方花器 川井哲夫 安来市 

銀賞 螽 図香合 小玉治朗 出雲市 

銅賞 大將 吾郷江美子 平田市 

銅賞 栗拭漆曲木衝立 渡部良和 加茂町 

銅賞 蒲公英花形波状紙切小刀 髙橋成和 松江市 

写真 知事賞 晋山式の日 内田文吉 横田町 

金賞 僧兵 山下壮一 平田市 

銀賞 夕日をあびて 吉岡直樹 斐川町 

銀賞 暮色 仲佐勝己 安来市 

銅賞 子供神楽 原実生 平田市 

銅賞 池の王者 安部共一 横田町 

銅賞 父と子 笠井勝之 松江市 



デザイン 知事賞 選択の自由 椿紋子 出雲市 

金賞 素 竹下三絵 大田市 

銀賞 Ｒｙｔｈｍｉｑｕｅ 泉麗子 金城町 

銀賞 吸われる前に。 舟越丈訓 加茂町 

銅賞 ＦＡＭＩＬＩＳＭ 青山千恵美 鹿島町 

銅賞 視線 石川裕子 斐川町 

銅賞 ダイナミック ベースボール 川端孝明 横田町 

彫刻 知事賞 兄と弟 佐藤信光 安来市 

金賞 ISIS 
ワイルズ・ 

アレキサンダー 
多伎町 

銀賞 呼び声 大島秀樹 掛合町 

銀賞 ココチヨイ 村山創達 東出雲町 

銅賞 月光 近田裕喜 安来市 

銅賞 木漏れ日の中のトルソー 伊藤眞美 出雲市 

銅賞 米寿 山田清 石見町 



 第 37 回（2004）

中央展 会期：平成 16年 11 月 13 日～23 日 会場：島根県立美術館 

日本画 知事賞 初なり 浜村厚子 出雲市 

金賞 梅のころ 清水誠子 出雲市 

銀賞 ペリカンたち 吉岡珠恵 松江市 

銀賞 旧出雲市駅検修庫 鵜飼享一 出雲市 

銅賞 深山の春 青木由利 大社町 

銅賞 夜空に開く 田中初子 大社町 

銅賞 華の詩 松原安杏 松江市 

書 知事賞 鑿者不  清水抱石 松江市 

金賞 木簡 窪田畦菫 江津市 

銀賞 長塚節の歌 川本雅子 出雲市 

銀賞 同 山下佳世 益田市 

銅賞 美紗子の詩 石田千弓 仁多町 

銅賞 翔 三谷眞砂子 大田市 

銅賞 竹内勝太郎の詩 高木智恵子 大社町 

洋画 知事賞 蟹とトロ箱Ⅲ 岩田義男 松江市 

金賞 残日 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 ２人Ⅱ 村上道正 隠岐の島町 

銀賞 貨車 田部明芳 雲南市 

銅賞 冬の前Ⅰ 岩田賀代子 安来市 

銅賞 森の詩Ⅱ 樋野梢 松江市 

銅賞 ふとした時間 藏敷真弓 出雲市 

工芸 知事賞 杉造格子縁組行燈 藤原正 出雲市 

金賞 永遠 井西静馬 安来市 

銀賞 栗拭漆曲縁市松文衝立 渡部良和 雲南市 

銀賞 七宝額絵 風花 野坂真由美 安来市 

銅賞 櫛目象嵌雷文大皿 尾野友彦 松江市 

銅賞 槐、南天、黒柿拭漆茶器 上山根清二 東出雲町 

銅賞 黄瀬戸麦紋花器 福間基 玉湯町 

写真 金賞 視線 門脇眞吾 松江市 

銀賞 波紋 小笠原富子 松江市 

銀賞 祭りの日 高橋馨 松江市 

銅賞 赤い傘 波積薫 東出雲町 

銅賞 おやこ 松本正 松江市 

銅賞 夏の日 高木聡 宍道町 

デザイン 知事賞 Ｍｙ ｌｉｆｅ ｉｓ ｔｏｏ ｓｗｅｅｔ 富田淳一 出雲市 

金賞 Ｄｕｃｋｙ／ｍｋ．．Ｖｏｌ．４ 山根美紀 雲南市 

銀賞 「集」 井ノ下美江 松江市 

銀賞 歯痒さ 原愛 平田市 

銅賞 ＴＡＩＳＥＴＵＮＡ ＭＯＮＯ 錦織肇 斐川町 



銅賞 未来 石川裕子 斐川町 

銅賞 ｔｕｒｎ３１０ 小村遥奈 松江市 

彫刻 知事賞 立 祝部昇襌 斐川町 

金賞 ブルー・エレメンツⅡ 松本健志 浜田市 

銀賞 いとおしい女 清水洋一 安来市 

銀賞 草原 山岡弘廸 大社町 

銅賞 月華 近田裕喜 安来市 

銅賞 祈り 村山創達 東出雲町 

銅賞 希望 山田清 邑南町 



 第 38 回（2005）

中央展 会期：平成 17年 11 月 19 日～27 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 17年 11 月 30 日～12 月 4 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 もりの玄関 村上ななほ 松江市 

金賞 微笑 鹿田純子 松江市 

銀賞 舟屋の灯り 原邦子 斐川町 

銀賞 無花果 柳楽朝子 出雲市 

銅賞 まなざし 陶山美佳 雲南市 

銅賞 華映 松原安杏 松江市 

銅賞 小伊津 鵜飼享一 出雲市 

書 知事賞 顔 井上洋美 大田市 

金賞 枯林風過 原麗子 出雲市 

銀賞 金子 亭の句 野尻直明 安来市 

銀賞 牧水の歌 斉鹿妙子 出雲市 

銅賞 飛 豊田雲石 江津市 

銅賞 近藤博人の詩 高木智恵子 出雲市 

銅賞 稲 坂井幸子 浜田市 

洋画 知事賞 ＫＡ－ＷＡ－ＫＩ 和崎正美 益田市 

金賞 風わたる 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 午後のサロンⅡ 岩田賀代子 安来市 

銀賞 思い出Ⅱ 山本タツ子 隠岐の島町 

銅賞 生命① 堀江睦子 奥出雲町 

銅賞 形の消滅 岩本綾子 松江市 

銅賞 赤い眼鏡を掛けた女性 宅野敏和 益田市 

工芸 知事賞 雨降りて 市木順子 安来市 

金賞 欅造拭漆菓子器 上山根清二 東出雲町 

銀賞 鉄釉線文窯変鉢 目次潤平 松江市 

銀賞 桑縁縞文様網代組衣桁 深田学 雲南市 

銅賞 「ありし日に」 三浦ちづる 吉賀町 

銅賞 刷毛目組鉢 三島汎 松江市 

銅賞 五角花器 川井哲夫 安来市 

写真 知事賞 スタートＮＯ．１ 森脇寿一 松江市 

金賞 ある日 宇田川好美 奥出雲町 

銀賞 子供神楽 湯浅明 出雲市 

銀賞 廃校 伊藤善七 益田市 

銅賞 翔 川島敏明 雲南市 

銅賞 慶日 三加茂幸子 斐川町 

銅賞 夏日 安田朝行 益田市 



デザイン 知事賞 つながらない 金山敦 出雲市 

金賞 ＯＮＬＹ ＯＮＥ 多々納由佳 雲南市 

銀賞 クリエイター 神庭真弓 雲南市 

銀賞 星に願いを 栗原真由美 出雲市 

銅賞 Ｂ×Ｂ 錦織秀行 松江市 

銅賞 Ｔｒａｎｓｃｅｎｄ 原友里子 出雲市 

銅賞 ３６５ 藤井敏光 松江市 

彫刻 知事賞 オブジェ「私の太陽」 清水洋一 安来市 

金賞 流れる雲 井上博 松江市 

銀賞 そよかぜ 山岡弘廸 出雲市 

銀賞 Ｓｅｅｄ（種子） 近田裕喜 安来市 

銅賞 ケン緊迫・改革 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 重荷 佐藤信光 安来市 

銅賞 今を考える 田中俊  江津市 



 第 39 回（2006）

中央展 会期：平成 18 年 11 月 18 日～26 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 18年 12 月 6日～10 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 時の詩 安部哲夫 奥出雲町 

金賞 夏 柳楽朝子 出雲市 

銀賞 回想 広田あつ子 安来市 

銀賞 青麦の頃 松原安杏 松江市 

銅賞 偲 島田麗子 松江市 

銅賞 古代の浪漫 田中初子 出雲市 

銅賞 秋のけはい 矢野きよ子 松江市 

書 知事賞 渦 佐々木綾子 浜田市 

金賞 雲 郷原久美子 大田市 

銀賞 島木赤彦の歌 松尾博子 雲南市 

銀賞 五十嵐播水句 土井豆澄月 出雲市 

銅賞 論経書詩 本山智子 松江市 

銅賞 閑居静思 松本弘碩 安来市 

銅賞 早発白帝城 齋藤香風 隠岐の島町 

洋画 知事賞 黄昏 鳥畑芳夫 松江市 

金賞 つぎはぎの時 釜屋陽子 出雲市 

銀賞 海潮音 Ⅱ 岩崎久美子 安来市 

銀賞 悠久の詩 Ⅰ 中島啓子 松江市 

銅賞 午後のサロン Ⅰ 岩田賀代子 安来市 

銅賞 静物 Ⅰ 鈴木三枝 松江市 

銅賞 春の日 菅井隆吉 松江市 

工芸 知事賞 木綿縞に丸紋絣名古屋帯地 二階堂晃子 安来市 

金賞 焼締窯変鉢 川井哲夫 安来市 

銀賞 杉杢造三方格子縁組行燈 藤原正 出雲市 

銀賞 桑曲手付煙草盆 渡部良和 雲南市 

銅賞 欅拭漆食籠 上山根清二 東出雲町 

銅賞 菱絽「湖水」 松浦弘美 
戸田市 

（埼玉県） 

銅賞 織部丸皿 螺山勝實 浜田市 

写真 知事賞 成長 児島由起 松江市 

金賞 寒日 児島巧 松江市 

銀賞 遊覧船 岩田忠雄 安来市 

銀賞 蓮 森山豊治 出雲市 

銅賞 街角 多久和豊 出雲市 

銅賞 激濤 新田俊之 斐川町 

銅賞 僕の夏 半田恵美子 隠岐の島町 



デザイン 知事賞 共 存 原紗央里 出雲市 

金賞 war 井戸亮佑 奥出雲町 

銀賞 大 樹 高橋亮平 出雲市 

銀賞 編み込む 稲田通子 安来市 

銅賞 grow up 2006 小田峰子 松江市 

銅賞 atbash cipher－ 隠された暗号 － 錦織秀行 松江市 

銅賞 光のサプライズ 金山貴代 松江市 

彫刻 知事賞 一時 近田裕喜 安来市 

金賞 姉妹 佐藤信光 安来市 

銀賞 空へ 松本健志 浜田市 

銅賞 合戦前夜談判決裂 大野雅巳 大田市 



 第 40 回（2007）

中央展 会期：平成 19年 11 月 17 日～25 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 19年 12 月 21 日～24 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 炎 須谷幹子 出雲市 

金賞 扉 柳楽朝子 出雲市 

銀賞 薄日の築港 鵜飼享一 出雲市 

銀賞 薔薇いろの佳日 児玉美智子 益田市 

銅賞 真昼野 岡本幸子 安来市 

銅賞 銀杏 今岡怜子 出雲市 

銅賞 黄昏 岸静子 出雲市 

書 知事賞 明 梅田香保里 益田市 

金賞 堀口大学の詩 石田千弓 奥出雲町 

銀賞 積時帖 沖田祐介 江津市 

銀賞 健 福田健次 大田市 

銅賞 蝶とゐて 田中由紀子 浜田市 

銅賞 老子之語 松本弘碩 安来市 

銅賞 凜 小原かおり 大田市 

洋画 知事賞 海潮音Ⅰ 岩崎久美子 安来市 

金賞 野分 鳥畑芳夫 松江市 

銀賞 天涯の地 '０７ 佐藤好子 東出雲町 

銀賞 午後のサロンⅠ 岩田賀代子 安来市 

銅賞 悠久の詩Ⅱ 中島啓子 松江市 

銅賞 生命－２ 堀江睦子 奥出雲町 

銅賞 ２人の風景Ⅰ 村上道正 隠岐の島町 

工芸 知事賞 菱絽「風待月」 松浦弘美 戸田市 

金賞 春の予感 中尾厚子 津和野町 

銀賞 月光 後藤和子 出雲市 

銀賞 桑拭漆曲手付八角盆 渡部良和 雲南市 

銅賞 黄瀬戸柚子刻文様輪花組鉢 福間基 松江市 

銅賞 真鍮製銅切嵌幾何学紋十角皿 高橋成和 松江市 

銅賞 青瓷大鉢 目次潤平 松江市 

写真 知事賞 円で遊ぶ 野村達也 浜田市 

金賞 残照 福間聖 飯南町 

銀賞 嫁ケ島ウォークを楽しもう 村穂迪之 益田市 

銀賞 ファミリー 橋本潤子 出雲市 

銅賞 秋・祭り 河野壽光 浜田市 

銅賞 風の踊り 平田寛容 松江市 

銅賞 青春 児島由起 松江市 



デザイン 知事賞 蛇腹 坂本実央 松江市 

金賞 羽の名 硎恵 出雲市 

銀賞 マ～リ～行 タクシーのりば 原田泰人 松江市 

銀賞 水族館 稲田通子 安来市 

銅賞 心の中にいる仏 西尾修 奥出雲町 

銅賞 花開く 嘉藤寿代 出雲市 

銅賞 ワタシヲツクルモノ 周藤百合江 雲南市 

彫刻 金賞 ボクちゃんの祭り 井上博  松江市 

銀賞 自刻像 高橋健一 松江市 

銀賞 海へ 松本健志 浜田市 

銅賞 マドンナのほほえみ 清水洋一 安来市 

銅賞 力 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 umiusagi 福田美穂子 大田市 



 第 41 回（2008）

中央展 会期：平成 20年 11 月 15 日～23 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 20年 12 月 18 日～21 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 翠緑の絨毯 連達充 松江市 

金賞 邂逅 村上ななほ 松江市 

銀賞 暁の漁 鵜飼享一 出雲市 

銀賞 小さな港町 原邦子 斐川町 

銅賞 冬華 伊藤圭子 出雲市 

銅賞 半夏生 大熊和子 出雲市 

銅賞 醒 島田麗子 松江市 

書 知事賞 乙瑛碑 出店丹山 浜田市 

金賞 岩間民子の句 山根幸子 松江市 

銀賞 そう 大石道子 益田市 

銀賞 太田水穂の歌 小田川智香 雲南市 

銅賞 翔 佐々木俊文 大田市 

銅賞 もみぢ葉 藤井鳴石 浜田市 

銅賞 趣 都野守和美 益田市 

洋画 知事賞 少女Ⅰ 常松淳子 斐川町 

金賞 化石残像(A) 菅野達朗 松江市 

銀賞 過ぎし日Ⅱ 山本タツ子 隠岐の島町 

銀賞 生命２ 堀江睦子 奥出雲町 

銅賞 少女とゴマちゃん 豊島美智恵 松江市 

銅賞 想・磨崖仏 船原春枝 大田市 

銅賞 廃窯 高橋幸子 出雲市 

工芸 知事賞 杉杢造格子縁組三曲屏風 藤原正 出雲市 

金賞 欅造拭漆盛器 濱田幸介 東出雲町 

銀賞 緑釉流線文大鉢 山本将之 松江市 

銀賞 years 西尾香織 福井県 

銅賞 手刳り小箱 矢沢真優美 松江市 

銅賞 焼〆裂文ドラ鉢 中尾厚子 津和野町 

銅賞  拭漆十二角喰籠 渡部良和 雲南市 

写真 知事賞 草華 小玉光二 出雲市 

金賞 小鷺 岡本和幸 浜田市 

銀賞 秋いっぱい 内田恵里 奥出雲町 

銀賞 秋景 常松利理 出雲市 

銅賞 漁港抒情 長島聡 松江市 

銅賞 乱花 福寄冨久江 松江市 

銅賞 聖（セイント） 橋本潤子 出雲市 



デザイン 知事賞 わたし誕生 山川房子 安来市 

金賞 
Quale e buono in questo?  

（この中でどれが好きですか？） 
錦織秀行 松江市 

銀賞 岐路 安田和央 出雲市 

銀賞 イエローキャブ 児島巧 松江市 

銅賞 赤い月 糸賀祥子 出雲市 

銅賞 姪っ子へ贈る 田平志穂子 大田市 

銅賞 他人の虚像、私の実像 梅木文恵 松江市 

彫刻 知事賞 マイセルフ 祝部昇禅 斐川町 

金賞 山のしらせ 松本健志 浜田市 

銀賞 焦点 近田裕喜 安来市 

銀賞 偽装は悪だ・絞り出せ 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 どうしたの？ 大谷江一 出雲市 

銅賞 遙かなる「渡海文殊菩薩」 長廻國夫 出雲市 

銅賞 薬師如来坐像 松本明 益田市 



 第 42 回（2009）

中央展 会期：平成 21年 11 月 21 日～29 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 21年 12 月 3日～6日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 双 三島京子 松江市 

金賞 残光 鵜飼享一 出雲市 

銀賞 麗日 児玉美智子 益田市 

銀賞 春晨 広田あつ子 安来市 

銅賞 浅春 江戸健 出雲市 

銅賞 晩秋 福間美智子 斐川町 

銅賞 仔猫と 井上櫻子 松江市 

書 知事賞 秘 三谷雄喜 大田市 

金賞 斜 中田貞代 浜田市 

銀賞 祭姪文稿 三代郁子 大田市 

銀賞 新古今集二首 小田川智香 雲南市 

銅賞 加藤楸邨の句 山根汀玉 松江市 

銅賞 書譜 鳥屋尾 華風 雲南市 

銅賞 こう 中尾弘子 浜田市 

洋画 知事賞 化石残像(A) 菅野達朗 松江市 

金賞 移り行く時 藤原房子 松江市 

銀賞 悠久の詩Ⅱ 中島啓子 松江市 

銀賞 安奈と、ピアノと遊園地 豊島美智恵 松江市 

銅賞 裸婦Ⅰ 吉野康子 松江市 

銅賞 午後のサロン 岩田賀代子 安来市 

銅賞 津和野家老門 相良勝喜 江津市 

工芸 知事賞 葛染め生絹菱絽「夏野」 松浦弘美 戸田市 

金賞 松造拭漆盛器 村山創達 東出雲町 

銀賞 神代杉木象嵌飾箱 深田学 雲南市 

銀賞 欅造黒染拭漆木目沈金盆 濱田幸介 東出雲町 

銅賞 蓋物 村松学 福山市 

銅賞 蒼霧 中尾厚子 津和野町 

銅賞 夏の記憶 小豆澤映子 松江市 

写真 知事賞 銀杏の木に見守られて 荊尾俊 安来市 

金賞 シルエットロマン 鶴島里子 松江市 

銀賞 水鏡 福田秀夫 安来市 

銀賞 祭り 島本睦男 東出雲町 

銅賞 桜 坂根昭一 大田市 

銅賞 トワイライト 金川達 江津市 

銅賞 北の旅 児玉史郎 松江市 



デザイン 知事賞 花と蝶 加納江里子 安来市 

金賞 神在月 船本亜紀子 松江市 

銀賞 Ｆｕｊｉｎａ ｃｏｌｏｒ（イエロ－） 原知恵子 出雲市 

銀賞 生命の寄り添い 熊谷ひかり 益田市 

銅賞 纏い、守る 榎谷慎吾 奥出雲町 

銅賞 ＩＮＯＣＨＩ 川瀬学 松江市 

銅賞 「 」に関する語・信号・記号のタイポグラフィ 瀧尻悟史 松江市 

彫刻 金賞 時を司る 田村さつき 出雲市 

銀賞 風を呼ぶ 近田裕喜 安来市 

銀賞 感染拡大を防ぐ祈り 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 屑の天使 佐藤信光 安来市 

銅賞 Ｓｗｉｎｇｉｎｇ Ｓｕｎ 松本健志 浜田市 

銅賞 菩薩半跏像 池田雄三 益田市 



 第 43 回（2010）

中央展 会期：平成 22年 11 月 20 日～28 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 23年 1月 20 日～23 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞  想 安岡繁子 松江市 

金賞 ｈａｒｍｏｎｙ 内藤博信 松江市 

銀賞 深まりゆく秋 伊藤明徳 出雲市 

銀賞 夏の昼さがり 北脇豊史 斐川町 

銅賞 木漏れ日の中で 広田あつ子 安来市 

銅賞 歴 角田智竭 東出雲町 

銅賞 水温む 米原修司 安来市 

書 知事賞 暉 小原かおり 大田市 

金賞 しょう 豊田雲石 江津市 

銀賞 爭坐位帖 田平澄子 大田市 

銀賞 山家集 小村由紀子 斐川町 

銅賞 藤井久子のうた 岩田祥聖 安来市 

銅賞 雷 出店丹桂 浜田市 

銅賞 十七帖 鳥屋尾華風 雲南市 

洋画 知事賞 古都逍遙 菅野達朗 松江市 

金賞 悠久の詩Ⅱ 中島啓子 松江市 

銀賞 Ｇの中でⅠ 山本タツ子 隠岐の島町 

銀賞 Ｆａｍｉｌｙ 八嶋洋平 飯南町 

銅賞 街角の譜 松浦悦子 斐川町 

銅賞 石見銀山仙ノ山Ⅰ 水津保美 津和野町 

銅賞 裸婦Ⅰ 吉野康子 松江市 

工芸 知事賞 縞黒檀斜文重箱「宇宙」 渡部良和 雲南市 

金賞 縹繧大壺 内田和秀 松江市 

銀賞 ナミダツボ 布野康 出雲市 

銀賞 灰釉鈞窯鉢 荒尾浩之 大田市 

銅賞 華 後藤和子 出雲市 

銅賞 海の詩 小豆澤映子 松江市 

銅賞 松造拭漆盛器 村山創達 東出雲町 

写真 知事賞 暮照 影山昇子 松江市 

金賞 青春 原浩 安来市 

銀賞 お身拭い 安部共一 奥出雲町 

銀賞 荒神さんまつり 福島一夫 斐川町 

銅賞 暁霧 飯塚祐司 斐川町 

銅賞 泥田でハッスル 川津慶治 松江市 

銅賞 雨乞い神事 西坂千春 益田市 



デザイン 知事賞 だけん島根県 原真人 雲南市 

金賞 おもい 加納江里子 安来市 

銀賞 花魁 糸賀祥子 出雲市 

銀賞 ポスター 大久保成 松江市 

銅賞 全て欲しい！ 持田周平 雲南市 

銅賞 木霊の何気ない日々（春夏秋冬） 熊谷ひかり 益田市 

銅賞 ミリタリーの森 原知恵子 出雲市 

彫刻 知事賞 はじまり 田村さつき 出雲市 

金賞 行道１１段乱獅子舞 中尾芳雄 出雲市 

銀賞 陽だまり 清水洋一 安来市 

銀賞 仏と鬼 池田雄三 益田市 

銅賞 ２０１０口蹄疫 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 空家かな？ 大野雅己 大田市 

銅賞 九月の風 伊藤眞美 出雲市 



 第 44 回（2011）

中央展 会期：平成 23年 11 月 19日～27 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 23年 12 月 1日～4日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 生きる 伊藤明徳 出雲市 

金賞 岳 小川明夫 浜田市 

銀賞 ゆらぐ 広田あつ子 安来市 

銀賞 午後のレッスン 内藤博信 松江市 

銅賞 幼春 福間美智子 出雲市 

銅賞 旅の途中 荒川ゆかり 安来市 

銅賞 しらべ 森脇純子 出雲市 

書 知事賞 跳 佐藤弘子 出雲市 

金賞 夢 大賀美鈴 益田市 

銀賞 祭姪文稿 木佐真由美 出雲市 

銀賞 慈円の歌 小村由紀子 出雲市 

銅賞 秋櫻子の句 藤江志美枝 出雲市 

銅賞 喪乱帖 三代郁子 大田市 

銅賞 じょう 中尾弘子 浜田市 

洋画 知事賞 浮遊するピエロⅡ 熊谷侑子 松江市 

金賞 古寺を巡れば（１） 菅野達朗 松江市 

銀賞 美術館の森Ⅱ 影山正人 出雲市 

銀賞 花びらをもつかたち 鎌田和人 出雲市 

銅賞 想いⅠ 山本タツ子 隠岐の島町 

銅賞 冬の朝 園山裕子 出雲市 

銅賞 みんな逃げてⅡ 豊島美智恵 松江市 

工芸 知事賞 神代杉短冊箱 深田学 雲南市 

金賞 碧緑釉大鉢 山本将之 大阪府 

銀賞 欅造拭漆喰籠 濱田幸介 松江市 

銀賞 かき落し銀彩花文大鉢 中尾厚子 津和野町 

銅賞 縹繧白襷壷 内田和秀 松江市 

銅賞 紙粘土彩色「秋空」 田中寿喜子 出雲市 

銅賞 水響 布野康 出雲市 

写真 知事賞 雪の朝 芝原本修 松江市 

金賞 波の華 森山豊治 出雲市 

銀賞 象 松浦潤一 松江市 

銀賞 竹 武田清 雲南市 

銅賞 宙を駆ける 坂本新次 出雲市 

銅賞 宙を飛ぶ 池田幸枝 安来市 

銅賞 ひとり遊び 三木隆子 松江市 



デザイン 知事賞 島根結ぶ 原真人 雲南市 

金賞 A day that passed away 品川良樹 松江市 

銀賞 温故知神 藤江哲也 奥出雲町 

銀賞 悲しみが溶けてゆく 熊谷ひかり 益田市 

銅賞 創世 木村世子 出雲市 

銅賞 ＣＡＦＥ「koi koi」CI 柳萌枝 松江市 

銅賞 信じ続ける 山川房子 安来市 

彫刻 知事賞 湧星２０１１ 松本健志 浜田市 

金賞 絆 池田雄三 益田市 

銀賞 羽ばたけ 岩﨑光彦 安来市 

銀賞 春 近田裕喜 安来市 

銅賞 日々 田村さつき 広島県 

銅賞 慈しみ 石田富士 江津市 

銅賞 涼風の軌跡 井上博 松江市 



 第 45 回（2012）

中央展 会期：平成 24年 11 月 24 日～12 月 2 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 24年 12 月 6日～9日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 吉実 伊藤圭子 出雲市 

金賞 緑映 米原修司 安来市 

銀賞 寒い朝 鎌田卿子 出雲市 

銀賞 手紙 安岡繁子 松江市 

銅賞 梅雨の晴れ間に 今岡恵子 出雲市 

銅賞 うつろうかたちⅡ 清原茂治 松江市 

銅賞 「窯」-わかいひ 渡麻矢 大田市 

書 知事賞 願望 渡辺和夫 出雲市 

金賞 蘇軾の詩 小池廣伸 雲南市 

銀賞 富 坂根勝美 大田市 

銀賞 万葉のうた 花本紗奈慧 浜田市 

銅賞 山上憶良の歌 池尾武 松江市 

銅賞 清 小林哲山 大田市 

銅賞 大 森山明日華 益田市 

洋画 知事賞 古都逍遥(A) 菅野達朗 松江市 

金賞 墳丘 佐々岡秀夫 浜田市 

銀賞 石窟 A 丸山恵美子 大田市 

銀賞 午後のサロンⅡ 岩田賀代子 安来市 

銅賞 夕刻に響くⅠ 岩成優 松江市 

銅賞 若い女 吉野康子 松江市 

銅賞 土面と土偶 宅和令子 松江市 

工芸 知事賞 志野大壷 内田和秀 松江市 

金賞 紙布帯地 戸谷昌代 安来市 

銀賞 碧緑釉大鉢 山本将之 松江市 

銀賞 けやき拭漆十角箱 押越正雄 大田市 

銅賞 伸びる－蟻の目、鳥の目で見る－ 神田立 松江市 

銅賞 革花器「晩秋」 陶山節恵 安来市 

銅賞 灰釉釣窯組鉢 荒尾浩之 大田市 

写真 知事賞 帰着一声 坂本新次 出雲市 

金賞 吊り橋 管田亘城 松江市 

銀賞 祭りの日 吉田亮三 安来市 

銀賞 神域 橋本潤子 出雲市 

銅賞 闘魂 奥村茂 隠岐の島町 

銅賞 降臨 武田克弘 雲南市 

銅賞 好日 橘重孝 大田市 



デザイン 知事賞 島根 堀江真衣子 奥出雲町 

金賞 心をつくる 山川房子 安来市 

銀賞 夢 永原英暁 松江市 

銀賞 ドリームキャッチャー 秋國紋子 出雲市 

銅賞 つながる 栂美由紀 奥出雲町 

銅賞 家族 関のぞみ 奥出雲町 

銅賞 オリジナルブランドのロゴとグッズデザイン 中本昌樹 奥出雲町 

彫刻 金賞 覚醒 近田裕喜 安来市 

銀賞 麒麟 田中俊  江津市 

銀賞 希望 祝部昇禅 出雲市 

銅賞 雄 石田富士 江津市 

銅賞 明日へ 池田雄三 益田市 

銅賞 朝の光 伊藤眞美 出雲市 



 第 46 回（2013）

中央展 会期：平成 25年 11 月 23 日～12 月 1 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 25年 12 月 5日～8日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 ある日の詩 児玉美智子 益田市 

金賞 光ふる 福間美智子 出雲市 

銀賞 冬仕度 黒田育子 出雲市 

銀賞 晩秋 渡麻矢 大田市 

銅賞 誘 江戸健 出雲市 

銅賞 うつろうかたちⅢ 清原茂治 松江市 

銅賞 二泊三日 森脇純子 出雲市 

書 知事賞 風信帖 木佐真由美 出雲市 

金賞 素 村上香 松江市 

銀賞 海 坂根勝海 大田市 

銀賞 紀貫之の歌 藤原明彩 松江市 

銅賞 灌頂記 小村翠邨 雲南市 

銅賞 吉武一柿の句 須山玲羊 松江市 

銅賞 かぞへねど 竹内幸恵 松江市 

洋画 知事賞 道程 佐々岡秀夫 浜田市 

金賞 木漏れ日のある風景 篠田巧 益田市 

銀賞 テトラポットのある風景Ⅱ 平木千秋 海士町 

銀賞 メロディⅠ 豊島美智恵 松江市 

銅賞 幻想の森Ⅱ 2013 神門芳子 松江市 

銅賞 街路樹の風景 影山正人 出雲市 

銅賞 古都逍遥 菅野達朗 松江市 

工芸 知事賞 呉須線文大壷 荒尾浩之 大田市 

金賞 神代杉網代木彩箱 深田学 雲南市 

銀賞 紙粘土布貼「うたたね」 松本輪加子 松江市 

銀賞 黄瀬戸釉幾何文大皿 福間基 松江市 

銅賞 焼締五角花入 川井哲夫 安来市 

銅賞 紙塑紙貼「静寂」 上野幸美 出雲市 

銅賞 木綿手紡絵絣「滑空」 木下恵理香 出雲市 

写真 知事賞 憩う 川上政光 出雲市 

金賞 よろこびの日 楫ヶ瀬進 雲南市 

銀賞 絣の男衆 橋本英治 出雲市 

銀賞 恵みの朝 森岡修 江津市 

銅賞 夕暮れの公園 曽田敦子 松江市 

銅賞 神事 多久和豊 出雲市 

銅賞 妙技 尾崎美智 浜田市 



デザイン 知事賞 あなたの知らないしまね 平井祥子 松江市 

金賞 誕生日 稲田通子 安来市 

銀賞 本と 岩成浩行 松江市 

銀賞 島根－はじまりのひかり－その先のまなざし 品川良樹 松江市 

銅賞 うさぎをさがして 青木明莉 出雲市 

銅賞 Ｈｅａｒｔ & Ｂｒａｉｎ－Ｈｕｍａｎ 近藤顕 安来市 

銅賞 松江四季オリオリ 池田彩乃 松江市 

彫刻 知事賞 木枯 佐藤信光 安来市 

銀賞 波Ⅱ 松本健志 出雲市 

銀賞 紗菜ちゃん 知念八重子 邑南町 

銅賞 ８０歳での登頂 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 出雲、隠岐ﾉ国守護塩冶判官高貞 長廻國夫 出雲市 



 第 47 回（2014）

中央展 会期：平成 26年 11 月 15日～23 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 26年 11 月 27日～30 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 野分の後 佐藤さゆみ 出雲市 

金賞 蒼雲蓮華 西藤真弓 浜田市 

銀賞 暮れ行く 北脇豊史 出雲市 

銀賞 流燈 伊藤圭子 出雲市 

銅賞 １３才の夏休み 福間美智子 出雲市 

銅賞 廟前のガジュマル 清原茂治 松江市 

銅賞 道場 原邦子 出雲市 

書 知事賞 兜太の句 穐葉松遙 安来市 

金賞 絆 田野島孝江 浜田市 

銀賞 会津八一の歌 嶋田友江 江津市 

銀賞 礼器碑 河村恭子 浜田市 

銅賞 蓮 伊藤初枝 出雲市 

銅賞 伊都内親王願文 渡部幸香 雲南市 

銅賞 郷（さと） 古山佳代 益田市 

洋画 知事賞 余韻 宍戸純 出雲市 

金賞 幻想の森Ⅰ ２０１４ 神門芳子 松江市 

銀賞 赤いテトラポット 平木千秋 海士町 

銀賞 メロディ 豊島美智恵 松江市 

銅賞 CELL ２ 重岡成美 出雲市 

銅賞 二人 池尻都 松江市 

銅賞 アシダチの工場Ⅰ 鎌田和人 出雲市 

工芸 知事賞 神代杉象嵌木彩箱 深田学 雲南市 

金賞 紙粘土布貼「森の精」 松本輪加子 松江市 

銀賞 濃縹花器 内田和秀 松江市 

銀賞 木綿手紡絵絣絵羽「浜辺に咲く」 木下恵理香 出雲市 

銅賞 しのぎ手貫入紋大壺 山田正彦 松江市 

銅賞 黄瀬戸釉幾何紋大皿 福間基 松江市 

銅賞 南蛮焼締花器 郡司位秀 松江市 

写真 知事賞 二月の雪 下川隆直 松江市 

金賞 祭日 尾崎美智 浜田市 

銀賞 結い 寺澤富美恵 益田市 

銀賞 夏の日の記憶 西上一義 松江市 

銅賞 燃える斐の川 田中作夫 出雲市 

銅賞 メルヘンＮｏ．２ 平塚健藏 松江市 

銅賞 深山 渡部松雄 米子市 



デザイン 知事賞 注文の多い料理店 岡崎花歩 出雲市 

金賞 ふくらむ 原田聖子 松江市 

銀賞 故郷 増原公夫 出雲市 

銀賞 不思議の國しまね 漆谷優里 奥出雲町 

銅賞 永続への願望 髙橋成和 松江市 

銅賞 島根観光ＰＲポスター 樋野幸子 出雲市 

銅賞 水でつながるまち 大塚ともみ 松江市 

彫刻 金賞 ＫＯＮＪＯ 近田裕喜 安来市 

銀賞 金銀銅未来へ繋ぐ十代 岩﨑光彦 安来市 

銀賞 たばこさや 田村さつき 広島市 

銅賞 聖観世音菩薩立像 川本栄治 松江市 

銅賞 悶 周藤豊治 松江市 

銅賞 Ｆａｍｉｌｙ 尾添昇 出雲市 



 第 48 回（2015）

中央展 会期：平成 27年 11 月 14 日～22 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 27年 11 月 26 日～29 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 青い帽子 渡麻矢 大田市 

金賞 憩 小林晴夫 松江市 

銀賞 キュ－ポラのある町 北脇豊史 出雲市 

銀賞 まなざし 原邦子 出雲市 

銅賞 路地 津森祐樹 松江市 

銅賞 花王 佐々木勉 松江市 

銅賞 父還る 有田秀子 出雲市 

書 知事賞 海恋し 鎌田三智子 出雲市 

金賞 念 岡正敏 浜田市 

銀賞 温泉銘 池谷清子 浜田市 

銀賞 悠久の時 岩田芳葉 安来市 

銅賞 仁者無敵 北村火雲 松江市 

銅賞 湖 加納琴子 松江市 

銅賞 祥 岩谷幸子 大田市 

洋画 知事賞 テトラポットの風景 平木千秋 海士町 

金賞 巡る刻 木下幸子 松江市 

銀賞 自然観察Ⅱ 二岡みえこ 安来市 

銀賞 視線 重岡成美 出雲市 

銅賞 贈り物 能美 睦 江津市 

銅賞 スイングＩ 山本靜代 安来市 

銅賞 無自性窯 大塚昌雄 出雲市 

工芸 知事賞 栃造拭漆盛器 村山創達 松江市 

金賞 辰砂大鉢 荒尾浩之 大田市 

銀賞 紙塑和紙貼「夕照」 上野幸美 出雲市 

銀賞 鎬手緑釉大壺 山田正彦 松江市 

銅賞 紙塑和紙貼「伝承」 松本輪加子 松江市 

銅賞 花器「搏動」 秦美由紀 松江市 

銅賞 木綿手紡絵絣絵羽「春よ来い」 木下恵理香 出雲市 

写真 知事賞 愁え 岡田文夫 隠岐の島町 

金賞 初夏 中島哲 松江市 

銀賞 窓辺 寺澤富美恵 益田市 

銀賞 祝福の光 太田淳子 松江市 

銅賞 一心不乱 遠藤勉 安来市 

銅賞 暮れゆく隧道 曽田敦子 松江市 

銅賞 秋暁 福原純孝 益田市 



デザイン 知事賞 FROM SHIMANE TO THE WORLD 石﨑祐太 松江市 

金賞 Story 水口弘幸 益田市 

銀賞 TAKARA 星野泰範 出雲市 

銀賞 TSUBAKI 谷口由希子 松江市 

銅賞 死んで花実が咲くものか 原田佳代子 松江市 

銅賞 私の青界 西尾大智 出雲市 

銅賞 おろち 岩成浩行 松江市 

彫刻 知事賞 Q 近田裕喜 安来市 

金賞 我々はどこから来てどこへ行くのか 周藤豊治 松江市 

銀賞 夏の花 原宏臣 出雲市 

銀賞 収穫Ⅱ 田村さつき 広島市 

銅賞 世界一を目指して 岩﨑光彦 安来市 

銅賞 歩み 石田富士 江津市 

銅賞 ｆａｍｉlｙⅡ    尾添昇 出雲市 



 第 49 回（2016）

中央展 会期：平成 28年 11 月 12日～20 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 28年 11 月 24日～27 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 小さな探検隊 森脇純子 出雲市 

金賞 韓藍 西藤真弓 浜田市 

銀賞 まめ力士 原邦子 出雲市 

銀賞 路地明り 引野春雄 出雲市 

銅賞 遠い記憶 福間美智子 出雲市 

銅賞 競艶Ⅱ 佐々木勉 松江市 

銅賞 秋冷に向かいて 佐藤さゆみ 出雲市 

書 知事賞 中秋帖 松本孝廣 大田市 

金賞 禮子の句 平井杏佳 安来市 

銀賞 家 廬原美鈴 出雲市 

銀賞 真砂なす 田原美智代 松江市 

銅賞 歎 森山依子 大田市 

銅賞 祭姪文稿 西本良子 江津市 

銅賞 楽 村上千絵 津和野町 

洋画 知事賞 骸 宍戸純 出雲市 

金賞 羅漢Ⅰ 岡田敏幸 出雲市 

銀賞 森の記憶Ⅰ 影山正人 出雲市 

銀賞 巡る刻 木下幸子 松江市 

銅賞 スゥイングⅠ 山本靜代 安来市 

銅賞 アトリエの女たち 池尻都 松江市 

銅賞 秋の詩Ⅲ 多納千恵美 出雲市 

工芸 知事賞 虚空 川辺雅規 出雲市 

金賞 木綿手紡絵絣着物「南国のリズム」 木下恵理香 出雲市 

銀賞 欅造り巻紙風香盆 田中勇夫 出雲市 

銀賞 鎬手渦紋大壺 山田正彦 松江市 

銅賞 暁の光 上野幸美 出雲市 

銅賞 型絵染｢精樹」 月岡綾 出雲市 

銅賞 肥松十二角茶櫃 広兼勇 益田市 

写真 知事賞 朝霧を迎えて 田中作夫 出雲市 

金賞 光の中へ 太田淳子 松江市 

銀賞 田舎夜景 和田勝臣 出雲市 

銀賞 爽朝 川上政光 出雲市 

銅賞 朱の朝 川津慶治 松江市 

銅賞 幻の鉄道 樋野輝吉 出雲市 

銅賞 昭和の面影 長島聡 松江市 



デザイン 知事賞 幸福の時間 佐藤由梨 奥出雲町 

金賞   藤江哲也 松江市 

銀賞 結 片寄優希 出雲市 

銀賞 未来の地球 黒川佳香 出雲市 

銅賞 祈り（inori） 福島亮太 安来市 

銅賞 初陣前、営庭ニテ 岡実智子 出雲市 

銅賞 しまねのかたち 尾添沙代子 出雲市 

彫刻 知事賞 八雲立つ ～翔る～ 周藤豊治 松江市 

金賞 結 近田裕喜 安来市 

銀賞 特別 一鍬田さつき 広島県 

銀賞 Family Ⅲ 尾添昇 出雲市 

銅賞 そこはかとなく 田野さつき 松江市 

銅賞 群生 立花航 益田市 

銅賞 崩レル 柿田康利 松江市 



第 50回（2017）  

中央展 会期：平成 29年 11 月 11 日～19 日 会場：島根県立美術館 

移動展 会期：平成 30年 2月 15 日～18 日 会場：島根県立石見美術館 

日本画 知事賞 阿井子 渡麻矢 大田市 

金賞 湿潤な森 清原茂治 松江市 

銀賞 思い出のカメリア 佐藤さゆみ 出雲市 

銀賞 呼び出しを待つ 原邦子 出雲市 

銅賞 時化の夜 北脇豊史 出雲市 

銅賞 古の人 西藤真弓 浜田市 

銅賞 花王 佐々木勉 松江市 

書 知事賞 うみ 齋藤まさみ 吉賀町 

金賞 紅梅の雪 長野芳秀 松江市 

銀賞 蘭亭叙 妹尾由紀 雲南市 

銀賞 遠 西村巴 大田市 

銅賞 秋のくれ 竹内幸恵 松江市 

銅賞 斎木百合子の句 池田禮子 出雲市 

銅賞 蘭亭叙 渡辺正弘 益田市 

洋画 知事賞 おとずれ 宍戸純 出雲市 

金賞 Self-control 50 近藤顕 安来市 

銀賞 森の記憶Ⅰ 影山正人 出雲市 

銀賞 ＤＲＥＡＭ 小笠原稔 松江市 

銅賞 羅漢Ⅰ 岡田敏幸 出雲市 

銅賞 テトラポットの風景 平木千秋 海士町 

銅賞 バランスをとるかたち 鎌田和人 出雲市 

工芸 知事賞 松造拭漆盛器 村山創達 松江市 

金賞 木綿手紡絵絣着物｢春うらら」 木下恵理香 出雲市 

銀賞 天高し 小村眞知子 出雲市 

銀賞 白兎神 月岡綾 出雲市 

銅賞 信楽編込皿 大谷江一 出雲市 

銅賞 灯り 田中勇夫 出雲市 

銅賞 ひも作り裂文花器 中尾厚子 津和野町 

写真 知事賞 黄昏 木村悦子 奥出雲町 

金賞 静寂 中川日出夫 松江市 

銀賞 寒行 若槻愛二郎 雲南市 

銀賞 翔 原浩二 松江市 

銅賞 入魂 石飛桂子 出雲市 

銅賞 眼差し 福田一壽 安来市 

銅賞 渚の思い出 川上泰正 出雲市 



デザイン 知事賞 出－izuru－ 佐藤由梨 奥出雲町 

金賞 KAGURA 小村貴弘 奥出雲町 

銀賞 みちなるほうへ 勝田優介 松江市 

銀賞 my child～哀しみ～ 吉岡さつき 安来市 

銅賞 大茶会 長岡武志 出雲市 

銅賞 存在 片寄優希 出雲市 

銅賞 懐中時計専門店 TAKATA 高田未来 出雲市 

彫刻 金賞 おんぼらと 田村さつき 広島県 

銀賞 Family Ⅳ 尾添昇 出雲市 

銀賞 不動明王立像 川本栄治 松江市 

銅賞 いいおうちが みつかったね 大谷江一 出雲市 

銅賞 チェンマイの朝 岩佐学 松江市 

銅賞 蓄積の殻 立花航 松江市 


