
版画フォーラム大賞

蒲に翡翠（木）１０７９ 山本博（神奈川）



埼玉県知事賞（課題の部）

木漏れ日（小布施） （木版）２００７大土井千秋（広島）



埼玉県知事賞（自由の部）

深まる秋の杜（木版）１１０２ 藤本知士（広島）



埼玉県議会議長賞（課題の部）

明ける海（木版）２００３ 安仁屋政汎（沖縄）



埼玉県議会議長賞（自由の部）

春宵あかり（木版）1064 東山翼也（広島）



埼玉県教育委員会教育長賞（課題の部）

新しい夜明け（木版）2009 中村義弘（東京）



埼玉県教育委員会教育長賞（自由の部）

紅枝垂地蔵桜（孔版）１００７ 橋本広喜（福島）



埼玉県芸術文化祭実行委員会会長賞（課題の部）

輝く（剱岳）（木版）２０１０ 種口泰生（富山）



埼玉県芸術文化祭実行委員会会長賞（自由の部）

春の五線譜（木版）１０１０ 後藤晋作（広島）



埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞（課題の部）

夏の訪れ（木版）２０２３ 堀田佳則（群馬）



埼玉県芸術文化祭実行委員会奨励賞（自由の部）

水郷さわら（木版）１０１５ 新國剛男（福島）



東秩父村村長賞

我家の夏畑（ディゴ）（木版）１０１１ 後藤道子（広島）



東秩父村議会議長賞

尾瀬・長蔵小屋（木版）１１８８ 嘉山実（群馬）



東秩父村教育委員会教育長賞

それぞれの旅立ちに…（リト）２０２０ 佐々木里美（広島）



東秩父村商工会会長賞

嵐の予感（木版）１０４６ 河村泉（山口）



ＮＨＫさいたま放送局長賞

五連橋・原尻（木版）１０７４ 川野和男（大分）



テレビ埼玉賞

ただよう Ⅱ（銅版）１０８９ 白石幸子（東京）



ＦＭ ＮＡＣＫ５賞

アオゾラノフチ（リトグラフ）１１６４ 石田眞澄（広島）



埼玉新聞社賞

春梢（木版）１１６７ 岩田昇（埼玉）



小川ライオンズクラブ会長賞

乗り合（木版）１０７８ 松島良一（滋賀）



小川ロータリークラブ会長賞

酒都西條Ⅲ（木版）１１２８ 横山隆雄（広島）



版画芸術賞

人形とアンティークレース（メゾチント）１００３ 野々なずな（兵庫）



版画芸術賞

桔梗２０１９（メゾチント）１０５７ 山中秀孝（千葉）



版画芸術賞

花葵（混合）１１６３ 山本麻実（広島）



埼玉中央農業協同組合賞

晩秋の風景（木版）１０９４ 斎藤興治（広島）



埼玉中央農業協同組合奨励賞

夕景（木版）１１３２ 遠藤仁男（宮城）



埼玉中央農業協同組合奨励賞

旅の想いで（高千穂峡）（木版）１１４０ 岡田利行（埼玉）



埼玉中央農業協同組合奨励賞

静物Ⅰ（木版）１０２５ 神崎隆（大阪）



喜楽賞

雪解け（木版）１０８０ 森田秀次（広島）



喜楽奨励賞

水辺の詩（木版）１０６０ 寶中美緒（広島）



喜楽奨励賞

月下美人（銅板）１０４９ もと（奈良県）



喜楽奨励賞

背伸びしちゃって（木口）１１３６ 横山尚（東京）



小松屋本店賞

静寂（木版）１１２１ 渡辺伊都子（埼玉）



小松屋本店奨励賞

旧盛岡銀行（木版）１１７４ 柏瀬茂夫（埼玉）



小松屋本店奨励賞

湖畔（混合）１１４８ 土井健一（京都）



小松屋本店奨励賞

イエロー（銅版）１１１４ 小曽根正利（群馬）



シスル賞

夏の庭（木版）１０３７ 渡邊訓子（広島）



シスル奨励賞

連花帯（銅）１１２４ 積山ミサ（広島）



シスル奨励賞

Girls Life Soul・さざんかの灯火（木版）１１３３ 大塚悦夫（栃木）



シスル奨励賞

Another Spaca(孔版）１０９１ 須貝和恵(千葉）



晴雲賞

塔のある町（木版）１１１８ 猪原祥行（広島）



晴雲奨励賞

舟(木版) １００１ 永澤一美(富山）



晴雲奨励賞

映え(木版）１０５５ 森進吾(神奈川)



晴雲奨励賞

尾道水道春景色（木版）１０７５ 田辺治通(広島)



秩父味噌賞

静寂(木版）１０８３ 岩﨑憲司(埼玉）



秩父味噌奨励賞

峠に続く古道（木版）１０７３ 蒔田修（静岡）



秩父味噌奨励賞

由布岳の春(孔版) １１２０ 渡邉裕子(埼玉）



秩父味噌奨励賞

秩父札所4番・子育て観音に願う、2018（リト）１１９３ 石川順子(埼
玉）



蚕小屋ライブ賞

だいこんの詩 昔話しに花が咲く(木版） １０５４竹田多美子(福島)



蚕小屋ライブ奨励賞

hop hop hop(エッチング）１０５２ 三村真季(東京)



蚕小屋ライブ奨励賞

遠い夏の日(孔版）１０５３ 梅澤誉子(埼玉)



蚕小屋ライブ奨励賞

Seed Ⅰ （銅紙）１１７３ 代田恒子（東京）



みどうの杜賞

幸せに！！(木版）１０６５ 柴田洋子(広島）



みどうの杜奨励賞

春を行く（木版）２０１５ 水上悦子(富山）



みどうの杜奨励賞

大正ロマン“灯”(リト）１１３０ 板倉知恵（東京）



みどうの杜奨励賞

美香ちゃん ちゅっ！(木版） １１４５角谷せつ子（広島）



瀬川病院賞

思い 嵐山渓谷(孔版) １０６３ 近藤悦子(東京）



瀬川病院奨励賞

初春のかがりび(木版)１１６２ 小池美登利(埼玉）



瀬川病院奨励賞

寄りそう(木版）２０１８ 前知津子（富山）



瀬川病院奨励賞

ひまわり(木版）１００５ 本間政雄（新潟）



大野クリニック賞

ほたる飛ぶ宵(木版）１１４９ 山先方江(広島)



飯塚整形外科医院賞

学生たちの自作発表会(木版）１１５０ 塩寺勝夫(埼玉）



飯塚整形外科医院奨励賞

Matterhorn(木版）１１６６ 志村隆弘(福島）



飯塚整形外科医院奨励賞

愛しのアンジェラ(木版)２０１１ 伊藤昇造(埼玉)



飯塚整形外科医院奨励賞

Dream Circus(メゾ) １０６６ 石原邦子(千葉)



宝登山神社賞

秩父祭・童(木版）１０３５ 浅見健司(埼玉）



宝登山神社奨励賞

人形浄瑠璃「妹背山婦女庭訓」(木版) １０９６ 谷生広泰(千葉）



宝登山神社奨励賞

希望の響き(木版）２００１ 安藤秀信(香川）



宝登山神社奨励賞

宇宙 Ⅱ(木版）２０１９ 藤巻節子(富山）



ラジュモハン賞

いちご姫(木版）１０９８ 田中充子(京都）



ラジュモハン奨励賞

界 Ｂ(コラグラフ）１００９ 本田義夫(福岡）



ラジュモハン奨励賞

アンフォラ（木版）１１０３ 細川銀二郎（京都）



ラジュモハン奨励賞

生命（孔版）１１７９ 松本綾香（埼玉）



むらさき賞

越後三山と信濃川(木版）１００２ 渡辺輝治(埼玉）



むらさき奨励賞

遥(エッチング) １０５１ 森田道子(京都）



むらさき奨励賞

秋遊の日(孔版）１０９９ 大後靖子(埼玉)



むらさき奨励賞

サンクトペテルブルグの教会（木版）１０１９ 田中武彦（神奈川）



あたご賞

大イチョウの杜 来光(木版）１１１５ 飯山誠一(福島）



あたご奨励賞

私も取ったよ竹の子（木版）１１００ 鳥山成一（富山)



あたご奨励賞

飛翔北帰行！上堰潟の空(木版）１１０８ 山本克彦(新潟）



あたご奨励賞

スポットライト(紙版）２００８ 櫻井トミ子(福島）



和味賞

椿寿の杜(木版）１０３１ 高野浩子(埼玉）



和味奨励賞

雨 ① （木版）１０２３ 西川くみ代（埼玉）



和味奨励賞

春の気吹 (木版) １１２３ 荒木弘子(埼玉）



和味奨励賞

寂（湯の山明神）(木版）１１３４ 久保純子(広島)



きぬのいえ賞

春 (木版）１０４０ 皆本典子(広島）



きぬのいえ奨励賞

赫の炉のある風景(混合）１０５６ 佐藤廣子(京都)



きぬのいえ奨励賞

作品の心(木版）１１５８ 大川幹夫(群馬)



きぬのいえ奨励賞

水無月のころ(木版）１１６５ 吉野節子(埼玉)



清綱賞

夏の池塘(木版）１０５８ 倉林均（埼玉）



清綱奨励賞

花笑ふ（木版）１１２７ 森重美典(山口）



清綱奨励賞

暖簾 ７８(木版）１１５２ 田澤穣(広島）



清綱奨励賞

憬～阿寒湖畔～(木版) １１５１ 河村よし子(山口）



セ・ラヴィ賞

憧れ(木版)１０２０ 高橋孝夫(神奈川）



槻川住建工業賞

中尊寺金色堂へ(木版）１０４５ 末田晴美(広島)



槻川住建工業奨励賞

双竜飛翔(木版）１１０４ 小倉眞(茨城)



槻川住建工業奨励賞

何を思う（木版）１０１６ 庄子勝文 （神奈川）



槻川住建工業奨励賞

命のぬくもりⅡ(木版)１１６０ 山崎正子（埼玉）



桜美賞

池のほとりにて（孔版）１０６８ 望月美津子（埼玉）



桜美奨励賞

野に咲く（木版）１１２９ 横山芳子（広島）



桜美奨励賞

文楽人形Ⅱ（木版）１１５７ 人見嘉郎（栃木）



桜美奨励賞

フクロウの兄弟（木版）１１７２ 浅田良一（埼玉）



エシカル賞

蝶舞・哀歌木版）１０４２ 伊藤清治(埼玉）



エシカル奨励賞

憧れのアマゾン・富士（木版）１０２１ 矢山透（東京）



エシカル奨励賞

令和に奏でる（木版）１０７２ 韓 杏蘭（兵庫）



エシカル奨励賞

Kuma and Tora 2（ドライポイント）１１９４ ミスヨウコ（アメリカ）



小沢賞

菱観音（木版）１１８０ 北村光一（埼玉）



小沢奨励賞

ensemble Ⅲ（木版） １１１２ 入澤徹（群馬）



小沢奨励賞

デンマークの兵舎(PC）１１１７ 風民(京都)



小沢奨励賞

十一面観音2018ー1（木版）１０９３ 中山俊一郎（福井）



工房かみぐら賞

行商する老女（木版）１０４１ 遠藤敞親（福島）



工房かみぐら奨励賞

秋華（木版）１０８７ 渡辺真幸（千葉）



工房かみぐら奨励賞

雲龍（凹凸）１１４２ 塚本邦光（東京）



工房かみぐら奨励賞

変容（孔版）１１８５ 酒井重良（群馬）



郵便局長特別賞

年賀状１２支（木版）１０９７ 佐藤英夫（大分）



東秩父郵便局長賞

亥（猪）（木版）３０１４ 猪原祥行



東秩父郵便局長賞

万代橋（木版）３０２２ 山本克彦



槻川郵便局長賞

猪突猛進（木版）３００７ 塩田光顕



槻川郵便局長賞

北岳を望む（木版）３０２３ 柏瀬茂夫



審査員特別賞

山形新幹線（木版）１１７０ 柏倉多右衛門



審査員奨励賞

走り回る馬（木版）１０３３ 高野志成



審査員奨励賞

空飛ぶ馬（木版）１０３４ 高野史也



審査員奨励賞

３０分間のクロッキー（紙版）１０４３ 河村澪



審査員奨励賞

散歩道の熊笹（紙版）１１４６ 河村昊輝


