
 

 

 

 

 

 

 

 

「第４２回大野市美術展」入賞者決定 

 

標記の件について、別紙のとおり入賞者が決定しましたので、周知と取材をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 出品点数       ２３２点（一般１４７点 高校生４７点 無鑑査３８点） 

          前年 ３１１点（一般２２３点 高校生４４点 無鑑査４４点） 

 

２ 入賞者・作品  ３７人（３７点）詳細は別紙のとおり 

 

 

３ その他     入賞作品は８月２９日に開催した審査会にて決定しました。 

報 道 資 料 

【発信日】令和３年８月３１日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（2階 24番窓口） 

地域づくり部地域文化課 担当 中屋、水上 

 電話 0779-64-4834 内線 2642 

 



第４２回大野市美術展　入賞者一覧

○市長賞

洋画 残雪の経ヶ岳 久保　光範 くぼ　みつのり 大野市

日本画 晩夏 山野　彰子 やまの　あきこ 坂井市

彫刻・工芸 建具屋さんが作った人力車。 土田　卓己 つちだ　たくみ 大野市

書道 陳翊詩 澤田　伯珠 さわだ　はくじゅ 大野市

写真 ほんわか 佃　明子 つくだ　あきこ 大野市

○市議会議長賞

洋画 「イエーイ」 川野　博美 かわの　ひろみ 坂井市

日本画 初冬の尾瀬ヶ原 田中　康子 たなか　やすこ 福井市

彫刻・工芸 もだえ（悶） 松田　治巳 まつた　はるみ 大野市

書道 王維詩 今村　青翠 いまむら　せいすい 大野市

写真 敦賀湾、冬ほたる乱舞 藤村　留美 ふじむら　るみ 敦賀市

○教育委員会賞

洋画 秋の静寂 坪内　志朗 つぼうち　ゆきお 大野市

日本画 爛漫の夜 田中　瑞月 たなか　ずいげつ 坂井市

彫刻・工芸 凛として 中出　良一 なかで　りょういち 大野市

書道 王維詩 松田　芳心 まつた　ほうしん 大野市

写真 初夏 竹次　春美 たけじ　はるみ 福井市

○文化協会賞

洋画 雪おろしを終えて 黒田　眞生 くろだ　まさお 勝山市

日本画 仏御前の滝 川端　寛治 かわばた　かんじ 大野市

彫刻・工芸 春を待つ宝慶寺 宮田　芙美子 みやた　ふみこ 大野市

書道 温庭筠詩 中山　裕子 なかやま　ゆうこ 大野市

写真 郷の絶景 加藤　幸洋 かとう　ゆきひろ 大野市

○福井新聞社賞

書道 俵万智のうた 森永　恵梢 もりなが　けいしょう 大野市

書道 杜甫詩 畑　允子 はた　とうこ 大野市

書道 王維詩 西村　翠星 にしむら　すいせい 大野市

写真 薄紅のソナタ 久保　幸子 くぼ　さちこ 勝山市

写真 デッドヒート 永見　典嗣 ながみ　のりあき 大野市

○福井テレビ賞

書道 徒然草より 山岸　慧流 やまぎし　けいりゅう大野市

書道 樂毅論臨 齋藤　玲奈 さいとう　れいな 大野市

書道 杜甫詩 高村　あかり たかむら　あかり 大野市

写真 Sedona 松村　誠一 まつむら　せいいち 勝山市

写真 ふるさと 室谷　和代 むろや　かずよ 大野市

○FBC賞

書道 雲従龍 鳥山　玲子 とりやま　れいこ 大野市

○結の故郷賞

洋画 南天と陶器 中村　さよ子 なかむら　さよこ 大野市

日本画 戸隠神社参道 安川　萬葉 やすかわ　まんよう 大野市

彫刻・工芸 青磁水指 正津　侑子 しょうつ　ゆうこ 大野市

書道 王勃詩 早川　凜 はやかわ　りん 大野市

写真 Sunflower 織田　満 おだ　みつる 大野市

○無鑑査特別賞

彫刻・工芸 弁財天 都竹　賢二 つたけ　けんじ 大野市



一般 （内高校生） 市外 市内

3 28 (5) (11) (17) 31

3 30 (4) (11) (19) 33

4 19 (0) (8) (11) 23

5 23 (0) (8) (15) 28

5 24 (0) (1) (23) 29

6 47 (1) (2) (45) 53

18 68 (38) (3) (65) 86

20 77 (38) (3) (74) 97

8 55 (4) (27) (28) 63

10 90 (1) (56) (34) 100

38 194 (47) (50) (144) 232

44 267 (44) (80) (187) 311
※網掛けは、前回の数値

第４２回大野市美術展 出品数

部　門 無鑑査

一般・高校生

合　計　

洋画

出品総数　２３２点（一般・高校生　１９４点   無鑑査　３８点　）

日本画

彫刻・工芸

書道

写真

合計


