
平嶋　みゆき 清末　秀子

若杉　潤也 野元　仁美 和田　祥吾 倉持　萌子 河野　郁夫

神﨑　礼子 橋口　温葉 相田　恵 上羽坪　正人

濱田　美惠子 衛藤　真那 黒木　了一 久保　徹 小八重　学

城ノ下　彩佳 富谷　豊 日髙　トヨミ

呼子　奈央 大牟田　陸

寺本　香織 平田　千代子 田上　敬子 日高　波瑠 松野　春男 岡原　紀代美 関　紀美子 江良　吉隆 ★ 池上　晃望
小川　美恵 ★ 長友　幸子 三好　靖子 柳田　強 大橋　京子 柏木　愛実 佐野　志織 門村　嘉美 胡元　一夫

★ 長友　香菜美 日髙　すみ子 中田　一則 德重　大輔 緒方　登志子 鈴木　優杏 ★ 難波　和恵 太田　島子 石山　重廣
松本　幸雄 菅　弘子 山田　千代香 渡邊　香遥 德丸　恵子 入口　眞由美 大野　康太郎 河野　秋子 黒木　憲夫
谷口　光明 川野　彰仁 福原　美由紀 丸山　一郎 黒田　千穂美 日髙　綺乃 林田　ゆずか 中武　弘通 御手洗　芳明
日髙　弦一郎 八田　紀之 有木　正浩 松山　明心 八田　良子 ★ 青山　邦子 小林　楓 川﨑　睦夫 御手洗　実

★ 冨山　順子 高橋　慶 北村　朋子 上村　真治 長浜　美喜子 森　友香 香西　璃南 大隅　良充 ★ IAIN STANLEY
坂元　康祐 末永　旭 古川　嘉良子 安藤　晋二 RADHA　MADHYASTHA ★ 遠山　菜々香 中森　友唯 小田中　等 上本野　純子
中村　光男 荒木　雄嵩 小倉　久美子 河野　眞一 ★ 鈴木　久美子 脇田　宣子 財部　天蒔 新名　英住 墓本　文惠
樋口　史憲 ★ 西村　奈那子 東　理志 野田　侑花 谷口　珠代 武田　遥奈 ★ 黒木　綺乃 飯干　祐一 小城　和男
堂領　哲彦 青木　郁美 坂江　溫博 井上　愛咲子 谷口　博俊 安井　健二 川上　真理子 山村　裕 一宮　敬紀
小田島　洋平 佐藤　葉子 鈴東　那月 坂本　八千代 猪倉　順子 ★ 黒木　渚央 古川　晶子 赤池　泰男 佐藤　舞乙
井櫻　美智子 吉田　多美子 伊藤　昭 湯浅　聡司 山本　哲也 中島　翠 西田　百合菜 ★ 福田　俊子 冨永　歩夢
林　徹夫 内野宮　誠 増井　美智子 黒木　まり菜＠dim_news 太田　來未 荒武　善斉 松迫　真澄 黒木　和文 丸山　翠月
山内　保美 あんらく　ようこ 大塚　早智 岡原　紀代美 本間　安子 ★ 長友　秋菜 白潟　真理 松野　春男 東條　花音
池田　寿枝 渡邊　陽平 西山　隆 新鍋　芳雄 谷村　徳幸 宇留島　光葉 田村　泰子 黒葛原　孝 大元　重行
竹中　由莉恵 海野　暁 児玉　千枝子 河野　弘子 福嶋　規見子 仲武　希々花 西田　裕也 山﨑　俊貴 吉木　浩美
中村　セツ 上杉　知暉 安井　順一 小谷　奈槻 ★ 工藤　大資 菊田　芽 井野　敦子 山﨑　美津代 古川　寿美

★ 川島　みゆき サメ井　白ウ おぼろ　げ 黒田　千穂美 山﨑　哲平 樋渡　紀子 井上　雅典 秋本　伸行 別府　剛行
三重　朋惠 松浦　朋子 後藤　政利 川北　一彦 押川　莉々花 ★ 高橋　洋子 吉次　由記 宇都宮　真理子 ★ 渡邊　忠彦
あたえ　和男 髙山　雅晴 渡邊　忠彦 安藤　富士子 川原　由美子 辻本　美菜子 浜砂　昭 酒匂　華音
黒木　莉子 ★ 廣瀬　賢三 小松　春菜 ★ 下大園　佳 脇元　裕子 若林　伸史 合原　敏幸
比江島　敏郎 山中　勇一郎 立山　美則 酒井　健 ★ 村上　保予 徳留　郁男

和田　江美子 久保　哲博 坂本　義彦 楠生　彩乃 日髙　昭子 江藤　寿美

大木　宏太 髙見　初代 若松　憲輝 久保　浩美 髙橋　邦雄（写真） 大浦　敦子（平面） ★ 原　政樹 時任　亜里沙
森　菜都子 森松　茂 中村　雅也 川口　真利依 中武　達夫（写真） 長﨑　美智子（書） 川野　直記 田川　香凛
福島　恵 石川　万佐子 德永　紘志郎 山﨑　哲平 井上　正光（平面） 中武　卓（平面）
井野　正則 伊藤　由美子 黒木　弘恵 押川　莉々花 井　厚見（平面） 久保　淳子（書）
新名　千代子 西田　敏子 山下　眞貴子 上地　峰夫（写真） 野元　郁雄（書）
井川　サヨ 日髙　正雄 ★ 西　愛音 藤野　真知子（平面） 緒方　信夫（写真）

井上　さとる（平面）

令和4年11月7日

宮崎市

平面部門　入賞者
立体部門
入賞者 書部門　入賞者 写真部門　入賞者

ユース賞 呼子　奈央 甲斐　琴美 母里　朱庵

平面部門　入選者
立体部門
入選者 書部門　入選者 写真部門　入選者

無鑑査

※受付番号順の掲載です。

第４７回宮崎市美術展の入賞・入選者を発表します。

部門大賞 渡邊　耕作 南　裕之 櫻井　洋一

特　選 黒木　主税 甲斐　彩佳 有馬　順子

奨励賞 酒井　健 吉田　葉音 髙妻　葵

氏名の前の★は賞候補となった方です。


