
№ 受賞年度 氏名 題名 部門 市町村名 職業 所属

1 昭和59年度 加藤　啓治 鏡 洋画 吉岡町 教員 独立美術協会

2 昭和60年度 吉田　光正 烈風の中で 彫刻 藤岡市 彫刻家 自由美術協会

3 昭和61年度 有村　真鐵 高校生 洋画 前橋市 教員 自由美術協会

4 昭和62年度 狩野　　守 踊り子 洋画 前橋市 公務員 二科会

5 昭和63年度 阿部　光住 真夏の印象 彫刻 館林市 農業 日本彫刻展

6 平成元年度 笛木　節子 氷層 工芸 高崎市 美術教師 現代工芸美術協会

7 平成２年度 小林　　正 Ｍと私 洋画 箕郷町 非常勤講師 独立美術協会

8 平成３年度 北村　　真 カモイの女 洋画 安中市 画家 二紀会

9 平成４年度 新井まち子 ワットアルンの夕べ 日本画 高崎市 画家 日本美術院

10 平成５年度 千本木康亘 ツイストリング 彫刻 前橋市 大学教授 二科会

11 平成６年度 今井ひさ子 宙(そら) 工芸 前橋市 大学講師 光風会

12 平成７年度 茂木　紘一 御開帳の日 洋画 前橋市 画家 無所属

13 平成８年度 山岸　信一 初冬 日本画 桐生市 画家 無所属

14 平成９年度 山名　将夫 予兆の為のプレリュード 洋画 安中市 大学教授 一水会

15 平成10年度 今井　充俊 ３つの言葉 洋画 前橋市 教員 二紀会（同人）

16 平成11年度 平尾　峰春 練上鉢 工芸 前橋市 陶器製作 陶光会、群馬工芸美術会

17 平成12年度 土田　好江 水面－秋 工芸 桐生市 染色家 無所属

18 平成13年度 井田　健一 何処へ 洋画 群馬町 公務員 二科会

19 平成14年度 豊嶋　康男 奏でる花器 工芸 玉村町 短大助教授
群馬県美術会、群馬工芸美
術会

20 平成15年度 多胡　　宏 月光に潜む 洋画 前橋市 教員
日本版画協会、群馬県美術
会

21 平成16年度 土橋　恒夫 ＭＩＫＡ（Ⅲ） 彫刻 伊勢崎市 教員 一元会

22 平成17年度 髙橋　芳文 眼の端の白ー東方より 洋画 渋川市 教員 なし

23 平成18年度 大倉美枝子 調べ 工芸 前橋市
講師
(七宝焼教室)

群馬県美術会、群馬工芸美
術会

24 平成19年度 萩原みどり 気宇 彫刻 伊勢崎市 主婦 群馬県美術会

25 平成20年度
辻垣内　聖
(南雲 聖子)

彩光ー星のとばりⅡ 工芸 渋川市 工芸家 (社)現代工芸美術家協会

26 平成21年度 藤田美恵子 風のかたち 工芸 玉村町 講師 モダンアート協会

27 平成22年度 内山　　匡 ボトルのある静物 洋画 高崎市 公務員 一水会

28 平成23年度 坂本　幸重 墨魚 日本画 藤岡市 画家 日展

29 平成24年度 原　　誠二 水景図 －入江－ 日本画 高崎市 大学講師 群馬県美術会

30 平成25年度 吉田　章二 日曜日 洋画 前橋市 無職 群馬県美術会
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31 平成26年度 小林永未子 少年の残像 彫刻 渋川市 教員 日本美術家連盟

32 平成27年度 松田由岐子 染付山茶花文大皿 工芸 渋川市 陶芸作家 なし

33 平成28年度 坂本　　敏
創造回帰　いつか見た
風景

洋画 前橋市 画家 群馬県美術会

34 平成29年度 萩原　文好 ミヤマのシンデレラ 洋画 渋川市 非常勤講師 群馬県美術会、国画会

35 平成30年度 関口　正子 希望 洋画 前橋市 無職
群馬県美術会、前橋市美術
会・独立美術協会

36 令和元年度 清水　幹夫 夕映の塔 工芸 太田市 会社員 群馬県美術会

37 令和２年度

38 令和３年度 上杉　一道 幾時代かがありまして… 洋画 高崎市 洋画家 写実画壇会員

39 令和４年度 津久井信幸 洞穴の入口 洋画 太田市 教員 独立美術協会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第71回群馬県美術展覧会は開催中止
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