
(敬称略)

作品管

理番号

長野県知事賞 110 秋日のまどろみ 百瀬　アキ子 72 岡谷市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 114 搾乳終り愛猫と憩う妻 石澤　昭平 85 飯山市

長野県社会福祉協議会会長賞 102 ほほえみ 丹羽　邦勝 83 飯田市

長野県老人クラブ連合会会長賞 111 ひかれる自然 小林　万里 89 長野市

長野県共同募金会会長賞 105 白馬雪韻 寺澤　正吉 88 松本市

奨励賞 103 蓮の花 中林　万寿子 79 岡谷市

奨励賞 116 松本城　開智学校 中村　元英 90 松本市

長野県知事賞 217 さわらび 菅沼　まさ子 86 飯田市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 232 古い民家 田中　登 79 長和町

長野県社会福祉協議会会長賞 206 花の苑にて 辻井　紀子 68 南箕輪村

長野県老人クラブ連合会会長賞 214 木陰の休憩(タイ) 井出　恒子 77 長野市

長野県共同募金会会長賞 203 明るい兆しだ‼新生コロナ誕生 野村　武敏 84 上松町

奨励賞 202 忍野八海からの富士 和田　典治 84 富士見町

奨励賞 225 チェンミング 髙田　みち子 68 安曇野市

奨励賞 227 輝く垂水(たるみ) 花岡　宏行 78 長野市

奨励賞 229 建長寺の朝 岩間　正之 75 信濃町

長野県知事賞 307 薬師三尊像　三体 小松　春夫 79 信濃町

長野県長寿社会開発センター理事長賞 308 白寿の女 小池　隆吉 71 長和町

長野県社会福祉協議会会長賞 305 おでかけ 小池　春隆 73 松本市

長野県老人クラブ連合会会長賞 309 懐かしき青春 平澤　昭 77 飯田市

長野県共同募金会会長賞 310 お兄ちゃんと散歩うれしいな 伴　時雄 86 松本市

奨励賞 303 巣立ち(シジュウカラ) 鈴木　正明 64 飯山市

 市町村年齢   氏　名賞   作　品　名

《 日 本 画 の 部 》

《 洋 画 の 部 》

《 彫 刻 の 部 》
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作品管

理番号

長野県知事賞 424 初雪の朝 加藤　庄三 76 信濃町

長野県長寿社会開発センター理事長賞 413 ねんりん 小野　幸子 76 中野市

長野県社会福祉協議会会長賞 433 里山を歩く(2点セット) 宮下　寿子 85 大町市

長野県老人クラブ連合会会長賞 423 縞　流れる 青木　信子 62 松本市

長野県共同募金会会長賞 418 希望の小花 伊東　惠子 80 塩尻市

奨励賞 407 チングルマ 赤沼　晴子 82 大町市

奨励賞 427 切絵　髙山のチョウ 吉田　徳人 84 岡谷市

奨励賞 434 仲いいね 橋場　光子 74 飯田市

長野県知事賞 502 寛恕 片桐　文雄 95 飯島町

長野県長寿社会開発センター理事長賞 510 正信念仏偈 藤巻　行雄 86 飯山市

長野県社会福祉協議会会長賞 508 贈青石子 轟　正幸 86 長野市

長野県老人クラブ連合会会長賞 511 送李録事赴饒州　 塩原　尚陽(尚子) 78 山形村

長野県共同募金会会長賞 512 春暁　春眠不覚暁 藤原　弘視 77 岡谷市

長野県知事賞 617 秋の足音 柳沢　保夫 79 上田市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 602 恵まれた大自然の中に 遠藤　清 69 飯山市

長野県社会福祉協議会会長賞 607 幻 澤田　進 80 信濃町

長野県老人クラブ連合会会長賞 615 望月に想う 矢澤　敬冶 93 長野市

長野県共同募金会会長賞 611 秋を愛でる 吉池　守 73 千曲市

奨励賞 606 一休み 筒井　崇博 72 飯田市

最高齢者賞(男性) 213 窓越しから五連山を眺む 杉山　順三 88 山ノ内町

最高齢者賞(女性) 435 富士と大島椿 鈴木　はる 95 飯綱町

年齢  作　品　名  市町村   氏　名

《 手 工 芸 の 部 》

《 書  の 部 》

《 写 真 の 部 》

《最高齢者賞》

賞
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