
会　期　平成29年10月6日（金）～10月11日（水） 
会　場　せんだいメディアテ－ク
入場料　一般　500円　大学生・割引　250円 

《日本画の部》 賞 氏  　　 名 題　名　 住　所

出品     ４５　点 宮城県芸術祭賞 山口 裕子 命をつなぐ冬ものがたり 山形県山形市

宮城県知事賞 髙橋 悠華 染まる日 仙台市若林区

仙台市長賞 中邨 圭子 気配 仙台市泉区

河北新報社賞 髙橋 美紀子 星降る夜に 名取市

宮城県教育委員会教育長特別賞 小野寺 康 鉄塔のある風景 仙台市青葉区

（公財）カメイ社会教育振興財団賞 岩渕 仁子 遊 仙台市太白区

《洋画の部》 賞 氏  　　 名 題　名　 住　所

 出品    １９２   点 宮城県芸術祭賞 渡邉 昭砆 生命譜（2017.5） 仙台市若林区

宮城県知事賞 齋藤 正和 ELEMENTS - 浮遊・混在 - 仙台市泉区

仙台市長賞　 和田 三夫 湿原の花 仙台市青葉区

河北新報社賞 佐野 福代 風の旋律 仙台市泉区

宮城県教育委員会教育長賞　 柴田 治 瀑 仙台市青葉区

宮城県教育委員会教育長特別賞 鈴木 千津 I am here 石巻市

仙台市教育委員会教育長賞 加藤 博子 湧きあがるもの 岩沼市

宮城県議会議長賞 柏谷 佳代子 白い雲に誘われて 石巻市

仙台市議会議長賞 小野 由貴子 遙か 仙台市泉区

（公財）宮城県文化振興財団賞 安達 吉男 REMEMBER「積」 仙台市青葉区

（公財）カメイ社会教育振興財団賞 山並 進 ロードⅠ 角田市

門伝勝太郎賞 其田 マサ 明日へ 仙台市泉区

宮城県芸術祭奨励賞 畑中 良二 時空への想い 石巻市

　　　　〃　　 帆苅 清治 トリ巻くトリ 仙台市青葉区

　　　　〃　 三浦 頼子 ひとりじゃない 石巻市

第54回宮城県芸術祭受賞者



《工芸の部》 賞 氏　　 名 題　名　 住　所

出品　  　６８ 点 宮城県芸術祭賞 あつみ 智子 菱刺し全通帯〔夕紅〕 仙台市青葉区

宮城県知事賞 岸上 まみ子 鉄絵組皿 富谷市

河北新報社賞 松本 幸恵 有線七宝合子「玉響」 仙台市青葉区

宮城県教育委員会教育長賞 安倍 まゆみ 結い -　友との語らい　- 仙台市青葉区

宮城県教育委員会教育長特別賞 清野 妃呂子 化粧泥組紐 仙台市宮城野区

（公財）宮城県文化振興財団賞 笠 政彦 窯変焼〆花生 登米市

宮地房江賞 佐藤 美喜 つなぐ 仙台市泉区

第５4回宮城県芸術祭受賞者

会　期　平成２９年９月２９日（金）～１０月４日（水）

会　場　せんだいメディアテ－ク

入場料　一般500円大学生・割引250円（写真・写真公募展・絵画公募展・彫刻・彫刻公募展と共通）



《写真の部》 賞 氏　  名　 題　名　 住　所

出品　９３ 点 宮城県芸術祭賞 竹内 邦昭 荒磯 石巻市

宮城県知事賞 山田 愛子 過疎に生きる 仙台市太白区

河北新報社賞 竹内 加代子 霧氷 仙台市宮城野区

（公財）宮城県文化振興財団賞 佐々木 純市 伝説より蘇える祇園祭大船鉾 柴田郡村田町

宮城県芸術祭奨励賞 伊藤 克彦 彩雲 仙台市宮城野区

　　　　〃　　 庄司 多賀雄 結ぶ 岩沼市

第５４回宮城県芸術祭受賞者

会　期　平成２９年９月２９日（金）～１０月４日（水）

会　場　せんだいメディアテ－ク

入場料　一般500円大学生割引250円(絵画公募展・彫刻・彫刻公募展・工芸展・写真公募展と共通）



《宮城県文芸年鑑》 賞 氏　  名　 題　名　 住　所

宮城県芸術祭賞 木田 比呂朗 二輪草（川柳） 塩釜市

宮城県知事賞 佐藤 達男 夕映え（詩） 仙台市太白区

　　　　〃　 皆川 二郎 新緑のふる里（短歌） 仙台市太白区

　　　　〃　 堀籠 政彦 花薊（俳句） 塩釜市

　　　　〃　 佐藤 明 記憶の扉（川柳） 仙台市泉区

河北新報社賞 山室 久子 喜びのウェーブ（短歌） 仙台市青葉区

（公財）宮城県文化振興財団賞 熊谷 たかよ 風の中で（短歌） 登米市

宮城県芸術祭奨励賞 山本 一史 威し銃（俳句） 仙台市青葉区

第５４回宮城県芸術祭受賞者



会　期　平成１０年９月２２日（金）～９月２７日（水）

会　場　せんだいメディアテ－ク

入場料　一般　500円　大学生・65歳以上ほか　250円　（華道展と共通）

《書道の部》 賞 氏   名 題　名　 部門 住　所

出品　２８５ 点 宮城県芸術祭賞 渡辺 楊麗 秋望 漢字 仙台市青葉区

宮城県知事賞 武山 櫻子 鶴の舞い 近代詩文 気仙沼市

仙台市長賞 木村 錦翠 秋の夕暮 かな 東松島市

河北新報社賞 藤原 紅雲 響－17 墨象 加美郡色麻町

宮城県教育委員会教育長賞 高橋 芳琴 自燈明 篆刻 大崎市

宮城県教育委員会教育長特別賞 三浦 八重子 不覊 少字 仙台市宮城野区

　　　　〃　 小元 佳香 呉稼竳詩 漢字 大崎市

仙台市教育委員会教育長賞 鈴木 承琳 よつばしほがま 近代詩文 仙台市宮城野区

宮城県議会議長賞 金濱 珀燁 樹雨 少字 仙台市泉区

仙台市議会議長賞 今野 桃生 九日藍田崔氏荘 漢字 石巻市

（公財）宮城県文化振興財団賞 若見 苑柚 風の標 近代詩文 栗原市

　　　　〃　 吉岡 芝耕 朱茂・詩 漢字 仙台市太白区

　　　　〃　 伊勢 枝香 釣鐘池 近代詩文 仙台市青葉区

門伝勝太郎賞 笠松 鳳響 偶題二首 漢字 大崎市

宮城県芸術祭奨励賞 石井 秀苑 謝淞洲詩 漢字 仙台市泉区

　　　　〃　 大町 青蓮 熱 墨象 大崎市

　　　　〃　　　 木村 笙園 ゆめ紡ぐゆき 近代詩文 大崎市

　　　　〃　 佐藤 孝燁 今年より かな 柴田郡大河原町

　　　　〃　　 谷津 昌弘 凌駕 少字 仙台市宮城野区

　　　　〃　　 遊佐 聖心 風馳雷掣 篆刻 栗原市

第５４回宮城県芸術祭受賞者



《彫刻の部》 賞 氏　  　名 題　名　 住　所

出品　２４  点 宮城県芸術祭賞 永倉 香名子 秋立ちて 仙台市若林区

宮城県知事賞 山中 ミサ子 「杜の風」2017 仙台市泉区

河北新報社賞 赤井 靖武 ＳＥＴＳＵＲＩ 塩釜市

菅野美術館賞 佐々木 莉央 静止 仙台市若林区

《彫刻公募展》 賞 氏　  　名 題　名　 住　所

出品　　３点 宮城県芸術協会賞 中村 たみ子 ｇｒｏｗｉｎｇ 石巻市

第54回宮城県芸術祭受賞者

入場料　一般500円大学生・割引250円（絵画公募展・工芸展・写真展・写真公募展と共通）

会　場　せんだいメディアテ－ク

会　期　平成29年9月29日（金）～10月4日（水）



《写真展公募展》 賞 氏　  名　 題　名　 住　所

出品　97  点 宮城県芸術協会賞 佐藤 一之 化身 塩竈市

宮城県知事賞 丹野　 寛志 海辺の朝 仙台市太白区

仙台市長賞 庄子 源六 寒中みそぎ 仙台市若林区

河北新報社賞 堀江 孝子 朝の偶然 仙台市若林区

宮城県教育委員会教育長賞 髙橋　 明秀 近眼のひな人形 仙台市若林区

仙台市教育委員会教育長賞 小松原　 秀樹 ハレの卒業式 仙台市泉区

宮城県議会議長賞 山内 則義 汀 仙台市宮城野区

仙台市議会議長賞 宮崎　 遼 孤高 石巻市わかば

（公財）宮城県文化振興財団賞 熊谷　 一夫 後姿、堂々 仙台市宮城野区

大崎市長賞 小檜山 裕行 雨宿り 角田市角田

優秀賞 横山　 光太郎 釣り人 仙台市青葉区

　　　　〃　 横田　 弘 舟っこ流し 塩竃市

　　　　〃　 佐藤　 昭夫 眼差し 大崎市

　　　　〃　 木村 文武 湯立て神事 多賀城市

　　　　〃　 佐々木 和美 食欲の秋 仙台市泉区

ニコンイメージングジャパン賞 沖田 捷夫 雲の竜巻 遠田郡美里町

堀内カラー賞 中野 好太郎 和の嬌艶 仙台市宮城野区

tcd東北カラーデュープ賞 中村　 千秋 子連れ踊り子 仙台市青葉区

第54回宮城県芸術祭受賞者

会　期　平成29年9月29日（金）～10月4日（水）

会　場　せんだいメディアテ－ク

入場料　一般　500円　大学生・割引　250円　(絵画公募展・彫刻展・彫刻公募展・工芸展・写真展と共通）　



《絵画展（公募の部）》 賞 氏　  名　 題　名　 住　所

出品　１０９ 点 宮城県芸術協会賞 相馬 亮 one day - noise of the city - 名取市

優秀賞 原内　 義晴 早春　奥入瀬 仙台市泉区

　　　　〃　 芳賀 広至 調和ヘの歩み　“１７-G 亘理郡亘理町

奨励賞 木下　 典子 17×17　松明消えて～蕪村の句の情景 仙台市泉区

　　　　〃　 天満 秀人 とどきますように 福島県会津若松市

　　　　〃　 阿部　 広 AUG・２０１７ 登米市

　　　　〃　 中井　 一彦 定義山雪景色 仙台市泉区

　　　　〃　 堀内　 洋子 希望の詩 宮城郡利府町

　　　　〃　 鈴木 由美子 「閉じて開くこころ」 仙台市青葉区

　　　　〃　 佐々木 捷子 部屋の中 遠田郡美里町

第54回宮城県芸術祭受賞者

会　期　平成29年9月29日（金）～10月4日（水）

会　場　せんだいメディアテ－ク

入場料　一般 500円 大学生・割引 250円 (彫刻展・彫刻公募展・工芸展・写真展・写真公募展と共通）　


