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主催：202１信州ねんりんピック実行委員会 

◆応募総数 １９６ 点 

◆審 査 会 令和 3 年 9 月 8 日（水）～９日(木) 



(敬称略)
作品管

理番号

長野県知事賞 107 秋の彩り 小野　恭子 70 松本市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 104 しあわせの時間 百瀬　アキ子 72 岡谷市

安曇野市長賞 105 御曽岐神社舞台 伊藤　高明 85 原村

長野県社会福祉協議会会長賞 101 木曽路の水場 田中　豊治 79 高森町

長野県シニアクラブ連合会会長賞 118 清流 洞澤　さかえ 81 松本市

長野県共同募金会会長賞 112 若葉風 志村　節 85 飯田市

奨励賞 116 滝音 三村　千加子 78 松本市

長野県知事賞 227 2021あづみ野の秋 藤原　まさ恵 73 安曇野市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 243 六月の花 辻井　紀子 69 南箕輪村

安曇野市長賞 221 森に映える 石沢　邦雄 79 飯山市

長野県社会福祉協議会会長賞 231 悲惨 野村　武敏 85 上松町

長野県シニアクラブ連合会会長賞 212 休憩中 岩下　秀雄 79 長野市

長野県共同募金会会長賞 222 渇いてしまった導管 森口　益吉 80 塩尻市

奨励賞 202 千曲川源流をたずねて 清水　勅夫 81 飯山市

奨励賞 205 ミロバランスモモ 佐々木　光江 68 安曇野市

奨励賞 211 戸隠神社随神門 大森　節子 64 長野市

奨励賞 224 初夏の山 磯野　恵子 69 大町市

奨励賞 240 爽風 田中　登 80 長和町

長野県知事賞 305 常民 谷　由樹 71 富士見町

長野県長寿社会開発センター理事長賞 301 観音様 岩井　孝雄 72 木曽町

安曇野市長賞 309 薔薇 上嶋　康永 79 安曇野市

長野県社会福祉協議会会長賞 308 大岡村の道祖神 横山　忠利 83 白馬村

長野県シニアクラブ連合会会長賞 306 阿弥陀如来立像 石田　正雄 80 上田市

長野県共同募金会会長賞 312 剣道に感謝 小池　隆吉 72 長和町

奨励賞 311 白虎現る 森田　武雄 71 長和町

市 町 村年齢氏　名

《 彫 刻 の 部 》

賞 作　品　名

《 日 本 画 の 部 》

《 洋 画 の 部 》
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作品管
理番号

長野県知事賞 420 中山道奈良井宿 堀　喜夫 72 南箕輪村

長野県長寿社会開発センター理事長賞 426 裂織　ハーフコート 宮下　寿子 86 大町市

安曇野市長賞 416 剛健 橋場　光子 75 飯田市

長野県社会福祉協議会会長賞 408 迷い道 竹前　富子 82 長野市

長野県シニアクラブ連合会会長賞 415 小旅行用ボストンバッグ 藤田　光世 83 安曇野市

長野県共同募金会会長賞 406 連鶴（胡蝶蘭） 吉原　昭子 73 伊那市

奨励賞 404 甲冑　武田信玄 宮島　千里 71 安曇野市

奨励賞 418 お船祭り 髙野　志郎 81 信濃町

奨励賞 427 若冲の素絢帖より 梅田　國照 80 南箕輪村

奨励賞 432 花の華 伊東　惠子 81 塩尻市

奨励賞 453 バラ 宇留賀　美津代 75 安曇野市

奨励賞 454 松尾寺 縣　昭男 80 安曇野市

長野県知事賞 507 杜甫　客至 中島　さち子 81 佐久市

長野県長寿社会開発センター理事長賞 515 入若耶渓 丸山　祐弘 79 松本市

安曇野市長賞 535 竹内てるよ「わが子の頬に」「頬」の一節 宮本　祥江 81 松本市

長野県社会福祉協議会会長賞 525 泣いてはならぬ 倉島　澄江 79 上田市

長野県シニアクラブ連合会会長賞 520 無一物 千野　哲男 85 上田市

長野県共同募金会会長賞 532 正信偈 藤巻　行雄 86 飯山市

奨励賞 518 玩秀軒　(周述の詩) 轟　正幸 86 長野市

奨励賞 521 山紫水明 関谷　俊吉 83 上田市

奨励賞 538 文彭の五言律詩 蜂須　喜道 87 軽井沢町

長野県知事賞 629 旅立ちのステップ 小坂　國建 75 長和町

長野県長寿社会開発センター理事長賞 614 喜色満面 筒井　崇博 73 飯田市

安曇野市長賞 619 暗い谷 塚田　登 74 安曇野市

長野県社会福祉協議会会長賞 625 エメラルドの雫 中山　君夫 79 岡谷市

長野県シニアクラブ連合会会長賞 617 初夏「ポツン」 森山　幹夫 72 飯田市

長野県共同募金会会長賞 611 根明けの朝 青柳　清正 81 長野市

奨励賞 603 雪の朝 小平　方水 91 安曇野市

奨励賞 605 信越線SLアップル号北陸新幹線の延伸 綱嶋　大助 75 中野市

奨励賞 615 霧宙散歩 小木曽　幸子 72 飯田市

奨励賞 626 祭りの母子 宮坂　栄人 84 諏訪市

年齢作　品　名

《 書  の 部 》

市 町 村

《 手 工 芸 の 部 》

氏　名賞

《 写 真 の 部 》
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作品管
理番号

最高齢者賞(男性) 452 花咲かじいさん 羽田　基則 98 長和町

最高齢者賞(女性) 446 六角模様バッグ 西塔　喜代子 91 安曇野市

《最高齢者賞》

年齢 市 町 村賞 作　品　名 氏　名
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