
作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前

市長賞 存在－６０年の刻 森川高男 平和の願い 石川　勉 高原の秋 冨嶋多恵子 地震のあとに 浅名佳子

議長賞 伊賀の窯場にて 中川吉史 悲壮 津田義夫 ＲＥＮ 中尾範子 うごめく．Ⅲ 津田義夫

教育委員会賞 夜の教会堂 高木友子 源 尾上和子 育む（命・自然・水） 大須賀まり子 雨あがり 森山育恵

岡田文化財団賞 触 上田慎二 T・A・I 宮崎雄樹 光華 森山育恵 REN 中尾範子

奨励賞 ＲＥＮ 中尾範子 ふたり 大須賀まり子 対話 津田義夫 地 中嶋克子

奨励賞
今、何かが迫っ
てきている。

津田義夫 草花（Ⅰ） 冨嶋多恵子 ほえろ鬼 古川忠志 黄の記憶 上浪恵子

奨励賞 Ｒｏｕｇｈ 中井友泰 赫 中尾範子 地 中嶋克子 Y製材所 松井房則

市長賞 達磨大師 中村靖詔 不動明王 中村靖詔 旅人 中村靖詔 震動 馬場登代光

議長賞 阿弥陀如来来迎像 那花了俊 獅子口 柘植　馨 聖観世音菩薩 那花了俊 なかよし 中村美恵子

教育委員会賞 該当なし 該当なし ぼくひとねむり 森本剛士 伊賀風壺 前川和義

岡田文化財団賞 侵蝕 寺内　慧 救世観音菩薩 那花了俊 里山からのおくりもの 恵村正大 IGA AOMUSHI 摺本征一

奨励賞 白衣観音 中村美恵子 カトレア 辻中静夫 菊 辻中静夫 神通寺 芳賀フジイ　

奨励賞 紫陽花 辻中静夫 該当なし 該当なし 水郷 馬場　隆

奨励賞 武悪 稲森司郎 該当なし 該当なし あけび 辻中静夫

商工会議所会頭賞 該当なし 該当なし 該当なし 伊賀灰釉鉢「岩清水」 稲田元一

商工会議所奨励賞 該当なし 該当なし 該当なし 矢形模様壷 友田　茂

商工会議所奨励賞 該当なし 該当なし 該当なし 追憶 高田利弘

市長賞 無釉焼締大壷 森内政一 蒼のかけら 大北登志夫 天の恵 宮田みち子

議長賞 曲線模様壷 友田　茂 樹 前川和義 冬木立 鈇田理恵

教育委員会賞 伊賀風かき取花器 前川和義 窯変花器 友田　茂 翔 馬場登代光

岡田文化財団賞 ＨＩＴＯ 馬場登代光 うーん？ 大髙百合子 釉薬吹き付「法師」 松嶋良三

奨励賞 ビードロ釉押花紋大皿 仲森史朗 辰砂大鉢「牡丹」 稲田元一 葉の記憶 前川和義

奨励賞 伊賀灰釉鉢「岩清水」 稲田元一 孔雀 中森俊雄 自然釉花器 仲森史朗

奨励賞 窓 中森邦夫 辰砂流し偏壺 森内政一 耀変天目鉢「銀河」 稲田元一

商工会議所会頭賞 鷹 澤井喜久男 無心 馬場登代光
伊賀壷（原土
島ヶ原 白蛙目粘
土）

花本　保

商工会議所奨励賞 紫陽花 今岡絢子
名城百選の石垣
（上野城）

高尾みさ 緋襷水指 子日光雄

商工会議所奨励賞 富士山 中森俊雄 該当なし 撫子 馬場　隆

市長賞 祭りの面 城島正子 幻影 中森和子 暖簾 辻井　敕 流炎 松岡雅士

議長賞 夢幻の館（白川郷） 見山英美 落葉の美 宮田重忠 曲線美 城島正子 彼方へ 辻井　敕

教育委員会賞 禊まつり 伊藤達生 好奇心 伊藤達生 光景 伊藤達生 夕照 福田　衞

岡田文化財団賞 ピエロ 小石千栄子 夕凪 福田善一 橋 福田　衞 ファミリー 藤森　功

奨励賞 出番待ち 川崎泉一 仲間 辻井　敕 大和路の夕映え 縄手　稔
村人（タイの少
数民族）

稲田武夫

奨励賞 一息 辻井　敕　　　 凍木 富田千恵子 看板娘 尾崎文孝 幻行 嵯峨千代美

奨励賞 ひぐれどき 尾崎文孝 威風堂々 葛岡禎史 街角 北村敏彦 腕組み 北村敏彦

市長賞 景骨城驛中夜雨 稲森秀苑 蘇軾の詩 菅生游里 杜甫詩　秋野五首 菅生游里 島田幸典の詩 村手紫映

議長賞 後撰和歌集のうた 森下弘子 小倉百人一首抄 別所順子 古今和歌集 中川榮子 次街口 稲森秀苑

教育委員会賞 横光利一の文 村手紫映 百人一首 杉本寿三 杜牧詩 村手紫映 古今和歌集の歌 杉本文代

岡田文化財団賞 小倉百人一首の歌 葛輪啓子
五言律詩　和劉
敏之韻

稲森秀苑 沈佺期詩 種岡伸江 燕歌行（文帝之詩） 廣部善美

奨励賞 花 前澤君子 ゲーテのことば 松井一子 芭蕉 杉本寿三 小倉百人一首 引田まゆみ

奨励賞 小倉百人一首より 岡井房子 丸山薫の詩 村手紫映 燿 中島邑華
柿本朝臣人麻呂
従石見国別妻上
来時歌

奥西翠嶺

奨励賞 張若虚詩 井上恵美子 百人一首 岡本善子 秋　夜 稲森秀苑 白楽天詩 種岡伸江
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作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前

市長賞 ＲＥＮ（生命の闘い） 中尾範子 無眼界 久保　勉 気配 前野知恵子 生命の粒子 久保　勉

議長賞 無眼界 久保　勉 地 中嶋克子 深深 岩淵佐和 砕石場 西田陽一

教育委員会賞 廃線の明り 摺本征一 ＲＥＮ（赫）流れ 中尾範子 無眼界 久保　勉 村の元気者 乾　征子

岡田文化財団賞 吉野建 松井房則 誕生 筒井伸二 地Ⅱ 中嶋克子 レテイシア 永井芳司

奨励賞 まつり 古川忠志 化石の森 前野知恵子 砕石場 西田陽一 ロマン街道 馬場登代光

奨励賞 芭蕉　さやぎ 輪田和子 ひととき 大須賀まり子
雨上がりの大時
計塔（ベルン）

大柳正邦 山雨神の影 上村信恵

奨励賞 冬の風物 後藤のぶ 砕石場 松井房則 Super Juke 森実春美 地Ⅱ 中嶋克子

上野商工会議所会頭賞 よりみち 森山育恵 静物 新谷宏明 REN（悶） 中尾範子 気配 前野知恵子

伊賀市商工会長賞 地 中嶋克子 鬼行列 古川忠志 極緑の鼓動 上村信恵 朱 中野由美子

市長賞 楽天 中村靖詔 華 脇野實子
伊賀ビードロ釉
鉢「岩清水」

稲田元一 伊賀線彫花瓶 前川和義

議長賞 ゆり 辻中静夫
宇宙と地球の平
和の卵

大髙百合子 金華傘 脇野實子 ホウズキ 辻中静夫

教育委員会賞 残像 内藤なち 路 奥田　園 岩石 菅沼幸雄 桃色吐息 野口秀雄

岡田文化財団賞 花器 小澤孝子 燿彩天目鉢「銀河」稲田元一 ブーケ（押し花） 竹森佳代子 古刹 亀山　寛

奨励賞 姿 前澤健一 熱情 竹森佳代子 透し編み花籃 辻森茂次
陶板レリーフ
牛骨を抱く少女

城冶州朗

奨励賞 雪の白川郷 森川寿津子 武人仮想 竹森實紀雄
伸びる（創作
アップリケ）

織田育子 希望　（木芯桐塑） 松岡範子

奨励賞 じいちゃ～ん！！ 松田昭子 伊賀火色帯線壷 前川和義 カトレア 辻中静夫 大華 馬場　隆

上野商工会議所会頭賞 スノーシリーズ　ＮＯ．５ 仲森史朗 カトレア 辻中静夫 萌芽 岡野桂一
伊賀ビードロ釉
鉢「不動滝」

稲田元一

伊賀市商工会長賞 達磨太師 中村美恵子 豊作だよ出番 仲森史朗 薔薇 石黒正子
木象嵌　ナイル
の幻影

山本悦郎

市長賞 なごみ 城島正子 昼下り 城島正子 不安 福田善一 火渡り 松岡雅士

議長賞 待ち合わせ 福田善一 春爛漫 尾登　誠 整頓 伊藤達生 昇り竜 山崎清志

教育委員会賞 身仕度 辻井　敕 客待ち 福田善一 松明の導き 松岡雅士 帰り道 福田善一

岡田文化財団賞 悪戯心 佐藤はな 生きる 牧戸　勲 厳冬 山本ゆみ 郷の花嫁 縄手　稔

奨励賞 舞う鶴 吉岡　克 翔 吉岡　克 若い妓 辻井　敕 さざ波 北村和子

奨励賞 今昔 伊藤達生 紙ヒコーキ 伊藤達生 佳日 北村敏彦 篭の中の花火 山内　進

奨励賞 小さい客 松井政彦 滴 亀井直文 竹林 中森和子 絆 藤森　功

上野商工会議所会頭賞 都市のアングル 牧戸　勲 鳥　帰る 山内　進 雨の日・元気いっぱい 牧戸　勲 かくれんぼ 北村敏彦

伊賀市商工会長賞 光輪 見山英美 日暮れのころ 辻井　敇 スタート 川根賢一 挑戦 松井政彦

市長賞 竇氏園亭 稲森秀苑 赤彦の歌 松井一子 小倉百人一首抄 北村玲子 牧水の歌 松井一子

議長賞 五木寛之の文 菅生游里 百人一首のうた 岡井房子 大廟峽 稲森秀苑 平家物語より 菅生游里

教育委員会賞 伊東静雄の詩 村手紫映 （五言律詩）窮愁 稲森秀苑 小倉百人一首の歌 引田まゆみ 王敞詩 河口玻光

岡田文化財団賞 山家集のうた 別所順子 劉基詩 河口玻光 賈島詩 村手紫映 百人一首のうた 野崎由絵

奨励賞 小倉百人一首 引田まゆみ 金槐和歌集 中川榮子 三閭廟　漢詩 岡島景宇 小倉百人一首のうた 繁地佳代子

奨励賞 王紱詩 河口玻光 井原西鶴の文 村手紫映 小倉百人一首のうた 繁地佳代子 故郷の空 白須賀由里

奨励賞 淸和帖 辻　貴博 聞雁韋應物 岡島景宇 晶子のうた 松井一子 聴江笛送陸侍御 岡島景宇

上野商工会議所会頭賞 江南旅情　祖詠詩 廣部善美 小倉百人一首の歌 引田まゆみ 劉崧詩 河口玻光 貫之の哥 稲森政代

伊賀市商工会長賞 良寛のうた 杉本文代 歎異抄 辻　貴博 万葉集 中川榮子 古今和歌集の歌 榎並正子
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作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前 作品名 名前

市長賞 室生幻想 西　良三 地 中嶋克子 幻影の風 上村信恵 収穫を待つ 岡本恵美子

議長賞 凍刻 上村信恵 REN　（困惑） 中尾範子 源氏の夢跡　（鎌倉にて） 加戸典子 衝動 北野由香

教育委員会賞 ４５のＳＰＡＣＥ 城冶州朗 多武峰遠望 西　良三 里山序曲 乾征子 里山シンフォニー 乾　征子

ぶんと理事長賞 ー ― ー ― ー ― 談山不動 西良三

岡田文化財団賞 鬼行列（怖い鬼） 古川忠志 おじいちゃんの畑 岡本恵美子 8時のおばあちゃん 北野由香 爽 川上欣子

奨励賞 虚 中嶋克子 樹想 上村信恵 シーズ・ア・レインボウ 永井芳司 夢景 上村信恵

奨励賞 古井戸 西森千尋 孤高の夢跡 加戸典子 生きる力 岡本恵美子 幾年過ぎて今も現役 後藤のぶ

奨励賞 ５１７ 一谷美月 秋の当番 乾　征子
ひょろつき鬼・
怖い！！

古川忠志 CASA　BURANCA 菊森昌子

上野商工会議所会頭賞 ＲＥＮ（悶える） 中尾範子 新しい朝 永井芳司 白い妖精 玉置美加 新緑の山里 桒原利夫

伊賀市商工会長賞
今日も元気！（村
の元気者Ⅱ）

乾　征子 まつりの鬼 古川忠志 収穫の後に 西田陽一 甦りし近江妙蓮 加戸典子

市長賞
伊賀ビードロ釉鉢
「岩清水」

稲田元一 花しょうぶ 辻中静夫 白鳳の甍 亀山寛 椿 辻中静夫

議長賞 馬乗り 田中陽子 草の庵 亀山　寛 漆　潮騒 森下隆夫 秋の気配 中井弘

教育委員会賞 田舎の風景（刺繍） 綾部チヅ子 私も元気です 織田育子
伊賀ビードロ釉鉢
「岩清水」

稲田元一 Rose　Moon 小林恵美子

ぶんと理事長賞 ー ― ー ― ー ― 俳聖を偲ぶ 亀山寛

岡田文化財団賞 バラ 辻中静夫 脱乾漆　霊山 森下隆夫
切り絵「伊賀百景」
のうち「丸の内四
季」

田中重之 米一粒汗一粒　命をいただく 植田夕貴

奨励賞
創作アップリケ『白
い茄子とピーマン』

織田育子
耀彩天目釉鉢「銀
河」

稲田元一
いーもがはいった
にんじんがはいっ
た

田中陽子 焼締泥彩壷 竹森實紀雄

奨励賞 ひょろつき鬼 亀山　寛 妖精の森音楽会 田中陽子 バラ（押し花） 竹森佳代子 刺繍（動物達の楽園） 綾部チヅ子

奨励賞 アイビーの屏風 寺岡里美 よいしょと！一休み 亀井安之 ざくろ 辻中静夫 花 川村正行

上野商工会議所会頭賞 残燃（押し花） 竹森佳代子 バラ（押し花） 竹森佳代子 銀閣寺 馬場隆 切り絵　伊賀百景のうち

風情ある上野の町家
田中重之

伊賀市商工会長賞 ＭＡＴＳＵ 馬場　隆 故郷 馬場　隆 一輪の華 野口秀雄 天のしずく 野口秀雄

市長賞 勇者 福岡資弥 炎の舞 藤里和也 男と女 牧戸勲 都市空間 牧戸勲

議長賞 アクシデント 松岡雅士 がんばれ！日本 遊免敏憲 もしもし 高倉俊明 袖幕から 前田昌彦

教育委員会賞 勇者 縄手　稔 宙に集結 山内　進 あばれ祭 吉岡克 激走 福岡資弥

ぶんと理事長賞 ー ― ー ― ー ― 四季 前田裕三

岡田文化財団賞 チューバ奏でる 山内　進 どこでもゲーム 前田美津子
タッチアウト（捕手
の叫び）

岸則和 幸福な一時 駒田直哉

奨励賞 風薫る 山田純子 かたらい 山田純子 俺のものだ 森本光夫 ぼくにも・・・・ 松井政彦

奨励賞 飛翔 森本光夫 ショウ　ウィンドウ 牧戸　勲 想い 松井政彦 急流を遊ぶ 遊免敏憲

奨励賞 出番前 亀井直文 ネオンアート 尾登　誠 火渡り 藤里和也 談笑 北村和子

上野商工会議所会頭賞 朝焼の詩 北村敏彦 泣き相撲 宮谷則夫 一矢入魂 遊免敏憲 ひととき 岸則和

伊賀市商工会長賞 祭 吉（口の上が土）岡克 炎塵樽舞 福岡資弥 田植桜 住谷喬男 勇士 藤里和也

市長賞 于謙詩 河口玻光 萩原朔太郎の詩 河口玻光 林子森の詩 岡島景宇 王維の詩 岡島千秋

議長賞 小倉百人一首抄 北村玲子 山家集 北村玲子 小倉百人一首抄 北村玲子 江樓 稲田えつ子

教育委員会賞
和二李秀才邊庭四
時怨一

岡島景宇 閒居 稲田秀楓 王直詩 河口玻光 百人一首のうた 前川重孝

ぶんと理事長賞 ー ― ー ― ー ― 百人一首のうた 上野善子

岡田文化財団賞 古今和歌集のうた 杉本文代 呉寛詩 岡島景宇 晩望 宮本秀窓 雨中 髙尾峰義

奨励賞 百人一首のうた 野崎由絵 窮愁 宮本秀窓 雨中 稲田秀楓 処静 髙木友子

奨励賞 盧臺峭帆亭 宮本秀窓 万葉集のうた 杉本文代 くつが鳴る 杉本文代 海邊亭爲浩然賦 宮本真理

奨励賞 「一つのメルヘン」より 白須賀由里 西行の歌 稲森政代 百人一首のうた 前川重孝 百人一首の歌 稲森政代

上野商工会議所会頭賞 揺落 髙木友子 春日野に　 中川榮子 一隻眼 髙木友子 五字句 𠮷岡良子

伊賀市商工会長賞
塞上雜詠用偶武孟
韻

辻貴博 盧臺峭帆亭 髙尾希峰 万葉のうた 中川榮子 窮愁 山内聖也
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市展「いが」　入賞者一覧（第9回～第11回）

部門 賞
平成25年度　第9回 平成26年度　第10回 平成27年度　第11回 平成28年度　第12回



市展「いが」　入賞者一覧（第13回）

作品名 名前

市長賞 いつか花咲く日まで 石川勉

議長賞 幻刻 上村信恵

教育委員会賞 里山メモリー 乾征子

ぶんと理事長賞 川音 －出町柳にて 岡本恵美子

岡田文化財団賞 おわりとはじまり 一力礼実

奨励賞 細い露地の両側に 藤岡豊子

奨励賞 母の想い出（くみひも角台） 粟野和枝

奨励賞 里のバス停 後藤のぶ

伊賀上野ケーブルテレビ賞 始まり。 筒井龍之介

上野商工会議所会頭賞 愛猫チビちゃん 福森ひとみ

伊賀市商工会長賞 談山不動 西良三

市長賞 伊賀焼扁壷「岩清水」 小島憲二

議長賞 縄文杉（屋久島） 馬場隆

教育委員会賞 六根清浄のお堂 亀山寛

ぶんと理事長賞 想い出 織田育子

岡田文化財団賞 陶板 尾花友久

奨励賞 冬の朝（欧風刺繍） 綾部チヅ子

奨励賞 椿 山口數江

奨励賞 石彫　和同開珎 福西一美

伊賀上野ケーブルテレビ賞 壺 川村正行

上野商工会議所会頭賞 シルエット 福森弘二

伊賀市商工会長賞
漆　亀甲皿　３枚
組

森下隆夫

市長賞 ビルの一隅 牧戸勲

議長賞 宇出津のあばれ祭り 藤里和也

教育委員会賞 無限の世界 稲田武夫

ぶんと理事長賞 パワアー全開 山田龍男

岡田文化財団賞 黎明 赤井久之

奨励賞 静寂 亀井直文

奨励賞 炎に立ち向かう 吉岡克

奨励賞 光の造形 尾登誠

伊賀上野ケーブルテレビ賞 特等席 岡角飛乃生

上野商工会議所会頭賞 落葉に戯る子達 駒田直哉

伊賀市商工会長賞 老いて継ぐ 遊免敏憲

市長賞 百人一首のうた 前川重孝

議長賞 早發白帝城　李白詩 岡島景宇

教育委員会賞 百人一首の歌 稲森政代

ぶんと理事長賞 宮中行樂詞 稲田秀楓

岡田文化財団賞 元永本古今和歌集臨 奥田代子

奨励賞 望嶽 菅康子

奨励賞 古今和歌集のうた 杉本文代

奨励賞 ― ―

伊賀上野ケーブルテレビ賞 古今和歌集抄 川端真智子

上野商工会議所会頭賞 利休の言葉 中川榮子

伊賀市商工会長賞 白楽天の句 中井喜楽
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部門 賞
平成29年度　第13回
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