
戻る

年度 村長賞 村議会議長賞 教育長賞 特別賞 奨励賞１ 奨励賞２ 奨励賞３ 奨励賞４ 奨励賞５ 佳作１ 佳作２ 佳作３ 佳作４ 佳作５ 招待作品 応募総数
入賞・
入選数

審査員

岩谷　キイ 高杉　則子 薄井　　實 萩野谷泰伸 細谷　忠義 田中　克朋 渡邊よしえ 佐藤　邦夫 渡邊　二男 三代　安男 成田　富夫 深谷　正和 佐藤　次男 大森　　稔

工房の男 氷彩 ひと休み 白龍降臨 雨上がりの公園 喧騒と静寂 残花 捕獲 生涯 朝の輝きの中で 山懐に抱かれて 秋のミステリー 朝の光景 星を纏う

大森　　稔 渡邊　二男 河野　　弘 田中　克朋 大沼　正昭 渡邊よしえ 川口　克雄 三代　安男 古川千枝子 高杉　則子 岩谷　キイ 黒澤　芳枝 萩庭　　隆 萩野谷泰伸

戸津辺の星空 一寸光陰 河岸の男 夜の異空間 白梅 一瞬の陽 夜明けのファンタジー 天華 棚田の夜明け 静寂 雨に咲く 廃墟 コロナ早く去れ・・・ 朝光に染まる氷華

萩野谷泰伸 渡邊　二男 黒澤　芳枝 酒井　政利 細谷　忠義 根本　哲成 河野　　弘 岩谷　キイ 大森 　稔 齋藤美智子 三代　安男 会沢　勝男 加藤　　勉 萩庭　　隆

「田打ち桜」の咲くころ 老木の叫 タバンカ祭り 秋の初風 シャボン玉飛んだ 航跡 集う 蔵の街 星ふる磯 寒い朝 忍び寄る まちわびた春 出番待ち 華麗

萩庭　　隆 渡邊　二男 成田　富夫 河野　　弘 萩野谷泰伸 星　　　豊 渡邊よしえ 黒澤　芳枝 古川千枝子 岩谷　キイ 高槌　　聡 大内　松男 薄井　　實

ナイスバッティング？ 神主の休日 黄金の贈物 出番前の小役者 道筋を探る 自然に生きる 森の鼓動 シャドー
幻想

・・・墨絵の世界へ
天空の楽園 時のグラデーション 先生と一緒 束の間

薄井　　實 大森　　稔 星　豊 渡邉　道男 田中　克朋 古川　千枝子 黒澤　芳枝 萩野谷　泰伸 細谷　忠義 河野   弘 須藤　松江 成田　富夫 川口　克雄 茂又　逑史 渡邊　二男

氷点下１７度の調教 高原の星空 糧 飛翔 負の遺産 一瞬の晴れ間 森林のコーラス 棚田と暮らす 地吹雪 おもてなし 光のページェント 妖精に誘われて お稽古帰り 夢・希望・未来 祈る

渡邊　二男 高杉　則子 成田　富夫 星　豊 根本　哲成 古川　千枝子 佐藤　次男 渡邊　よしえ 黒澤　芳枝 田中　克朋 齋藤　美智子 薄井　實 会沢　勝男 河野　　弘

廃屋 光芒 朝日が微笑む 未来 里山の華 涼 初夏の樹林 静寂 突進 煌煌 水の宝石 夢の跡 至福のひと時 八尾の風

河野　　弘 根本　哲成 川口　克雄 渡邊　二男 渡邊　よしえ 水谷　啓一 沼口　加代子 金澤　博征 薄井　　實 田中　克朋 三代　安男 高杉　則子 会沢　勝男 星　　　豊

かあちゃんの海 天空の華 落ち葉の彩り 光彩漆黒に浮ぶ 森のシンフォニー 足並み揃えてＧＯ 水辺のざわめき 雪の帰り道 おかあさん 光の海 曙 旅の時 ソラの散歩道 コウノトリ飛来

星　　　豊 成田　富夫 渡邊　正人 河野　　弘 川口　克雄 本田　和男 岩谷　キイ 渡邊　二男 会沢かほる 高杉　則子 黒澤　芳枝 清水　行雄 加藤　　勉 萩庭　　隆

父ちゃん早く ときめく 水中散歩 Ｒｉｖｅｒｉｎ桜 「わぁ～」すごい 願い 雪が降る 苔むす大樹 五月の風 祭り童子 ウォーターランド 古を訪ねて 秋日和 宮出し

萩庭　　隆 河野  惠一 中庭　国雄 高杉　則子 星　　　豊 細谷たけ子 田中　克朋 黒澤　芳枝 萩野谷泰伸 根本　哲成 成田　富夫 細谷　忠義 河野　　弘 渡邊　二男

リーダーの叫び 道 晩秋の流れ 仲良し 捕食 枯木に寄り添う 至福の刻 瀧音 晩秋の湿原 手筒に挑む
長閑な山里を

走る
激走 躍動 雨花火

渡邊　二男 渡邉　道男 中庭　国雄 戸波　正男 根本　哲成 黒澤　芳枝 会沢　勝男 星　　　豊 萩野谷泰伸 佐藤　次男 沼口加代子 清水　行雄 河野  惠一 沢畑　秀一

体験遊泳 夜明け前 秋深まる 明日へ 初冬 タバンカ祭り 農婦 あっ モンスター日和 夏の彩り 珍客お通り 煌きの笑顔 手筒花火 勇姿

沢畑　秀一 澤畑　羨夫 荒木　國廣 川口　克雄 市毛　　勇 萩庭　　隆 河野　　弘 細谷たけ子 広瀬多美子 金澤　博征 黒澤　芳枝 渡邊よしえ 会沢かほる 渡邊　二男

家族の休日 サーフィン 高原霜花 水鏡
津波の勢い橋に当

り
夏の思いで 松明あかし 厳冬の朝 ささらの立役者 祓う 瀑流激写 わらべ 車窓からの絶景 秋から冬へ

渡邊　二男 大内　松男 澤畑　羨夫 星　　　豊 笠原　武士 渡邉　道男 戸波　正男 会沢　勝男 渡邊よしえ 沼口加代子 萩庭　　隆 青木　盛夫 黒澤　芳枝 川口　克雄

光彩
花園のエンジェ

ル
秋華 桜吹雪と乙女たち 勇壮 躍動 何処へ ラッセーラ 波紋 夢膨らむ漁網 束の間の休息 大鷹の狩 火祭り 祭りの親子

川口　克雄 黒澤　芳枝 萩庭　　隆 岩谷　キイ 成田　富夫 澤畑　羨夫 戸波　正男 植野　恒男 池田　洋三 河野　 弘 河野　惠一 星　　　豊 青木　盛夫 関口　和子

バラと花嫁 戯れ 無病息災
ナマステ～
コンﾆチワ～

白川村の灯 変形太陽 夜明け 木漏れ日 レスラー達 みんなで気合だ 朝焼け 姫松明 威嚇荘観 熱気あふれる街

関口　和子 星　　　豊 笠原　武士 河野　　弘 大江　　正 中庭　国雄 青木　盛夫 高槌　茂雄 中井川　栄 戸波　正男 川又　和子 会沢　勝男 沼口加代子 萩庭　　隆

母愛着のきもの もうあきた はたち マダラ鬼神参上 霧氷 家路 捕らえる 煌めきに咲く 安らぎの時間 ブルー海浜 遺跡の舞姫 夜空の華 共有圏 激流に舞う

萩庭　　隆 奥村　雅宏 河野　　弘 吉田　武司 澤畑　羨夫 星　　　豊 笠原　武士 新妻　陸利 中庭　国雄

夏が待ちどうしい 疾走 魅惑の手 山の風 スポットライト さあ行きましょう 陸奥の花 マテーラの人 芽吹き前

中庭　国雄 河野　　弘 渡邉　道男 河野　勝夫 広瀬多美子 飯田　英美 村上　昌則 小瀬　　晃 澤畑　羨夫

雨上る 夏だ、祭りだ 木立の彩 小さな主役 大輪 カレル橋 技を極める 大自然の鼓動 祭りのリーダー

澤畑　羨夫 茂又　述史 小瀬　　晃 平松　伸之 荒木　國廣 細谷　忠義 河野　勝夫 草野　由次 戸波　正男

着水 孤曲 夏の思い出 雪国の母 夢いっぱい 見えるかな 祭り 蝶のひと休み 「火渉」の神事

戸波　正男 三代　安男 小野　幸雄 河野　　弘 中庭　国雄 小暮　広人 河野　勝夫 川崎　祐司 星　　　豊

祭りの親子 水と光の饗宴 カワセミの野性 平三坊馬出し 舞う 桜・風 サァー　私の出番だ 月下美人 花吹雪

星　　　豊 細谷　忠義 小野　幸雄 久賀　恵子 戸波　正男 大江　　正 渡邊　二男 平松　伸之 河野　　弘

相馬沼追 春爛漫 翡翠 祭りの今宵 なに色にします 山の朝 鈴の中に 暮れの街 街角

42名／58点 42点 水谷　　勉

2021 48名／60点 48点 水谷　　勉

室伏　　勇

48名／60点 48点 室伏　　勇

55名／68点

2019 48名／58点 48点 篠塚ミノル

49名／60点 49点 室伏　　勇

49点 水谷　　勉

2015 51名／66点 51点

63点 室伏　　勇

52名／62点 52点 室伏　　勇

2016 48名／65点 48点 水谷　　勉

49名／69点

55点

62点 室伏　　勇

61名／75点 61点 室伏　　勇

65名／82点 65点 室伏　　勇

63名／77点

61点 井上伸二良

63名／73点 63点 岩淵　史朗

61名／85点2003

2004

2005

2006

2007

2008

水谷　　勉

62名／78点

69名／85点 69点 萩谷　　靖

東海村文化祭　過去の入賞者

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2020

47名／58点

2018 49名／64点 49点 篠塚ミノル

47点 水谷　　勉
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戻る
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入選数

審査員

東海村文化祭　過去の入賞者

河野　　弘 小林　一夫 小暮　広人 村上　廣美 高槌佐一郎 松崎　満三 戸波　正男 本田　和男 佐々木富次郎

２００１年 彩の丘 桜妖艶 老舗 陽光 渚の家族 夏の舞い 夏のおさんぽ 夏の日

佐々木富次郎 川上　仁司 渡邊　二男 河野　　弘 河野　勝夫 根本　哲成 栢葉　安是 橋本　敏子 武藤　七衛

悠久の音 巡礼 一夜の美 街角 沢の光芒 渓流に挑む 祭りのあと 祭りでの光景 静寂の時

武藤　七衛 河野　　弘 村上　廣美 大森　正敏 篠原　　遥 児島　弘義 小瀬　　晃 野上　隆雄 新妻　陸利

雪波 祭頭の男 行く春 純 感謝2000 そよ風 ブルーライト 深まりゆく秋 花のある路地

新妻　陸利 根本　哲成 松崎　満三 河野　　弘 河野　勝夫 橋本　敏子 土屋　晴雄 平松　伸之 小瀬　　晃

シチリアの子 雪景 庭に咲く 湿原の朝 祭りにつかれて ナラワラの情景 花 街角 お点前

小瀬　　晃 平松　伸之 新妻　陸利 河野　勝夫 高杉　則子 西村　貞子 武藤　七衛 横田わくり 村上　廣美

シルエット 裏街風景 シチリアの母と子 祭りの姉妹 厳冬の朝 五箇山の朝 湿原の朝 おもいで 晩秋

村上　廣美 平松　伸之 橋本　敏子 野上　隆雄 河野　勝夫 飯塚　健次 河野　惠一 新妻　陸利

冬日 夏過ぎて 吹雪の葦原 晩秋 暁 秋の日 釣人 街の印象

河野　勝夫 村上　廣美 河野　惠一 松崎　満三 飯塚　健次 橋本　敏子 篠原　　遥 新妻　陸利

祭りの仲間 湖上彩色 メルヘン 平磯の印象 ばら 春の章 不安1996 中国の職人

松本　直義 橋本　敏子 飯塚　健次 河野　勝夫 高槌佐一郎 篠原　　遥 松崎　満三 吉田　武司

大自然の怒り 冬木立 初夏の頃
ねえー

　おんぶして！！
誕生

食べ殻
（かにピラフ）

白亜紀層 シュールな夏

河野　勝夫 宇佐美浩二 高槌佐一郎 松本　直義 小瀬　　晃 鷲元　文子 川崎　靖朗 松本　圭司

祭りの日 男と女 ママのお話し 大道芸人 旅立ち 花の薫り トンボ ひとり

加藤　佳明 松本　直義 河西　博美 飯田　英美 篠原　　遥 滝田　千春 深谷満喜子 本木　良蔵

海辺にて 操り人形 遊舞 優美の伝説 化粧1993 笑顔 陽だまり
うみ・いし

-1

河西　博美 戸波　正男 篠原　　遥 阿部　正彦 小野　勝人 加藤　佳明 川崎　靖朗 滝田　千春

出漁 光輝燦爛 環境1992 残夏の頃 みなも ルージュ 初冬 想い

川崎　彰彦 加藤　佳明 滝田　千春 戸波　正男 藤田　富雄 松本　直義 野上　隆雄 村上　廣美

笑顔 夕刻 微風 ジョナサン 初夏 サヨリ 冬の喜多方・街景色 初冬

81名／125点 81点 岩淵　史朗

94点 藤井　正夫

61点 岩淵　史朗

78名／123点 78点 岩淵　史朗

48名/98点 36名/52点 藤井　正夫

52点 藤井　正夫

85点 藤井　正夫

46名/97点 40名/60点 豊田　　清

48名/97点 32名/49点 藤井　正夫

60点 豊田　　清

60名/138点 60点 豊田　　清

53名/106点 60点 豊田　　清

52名／132点

61名／102点

1991

1992

1993

1994

1995

1996

60名/110点

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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