
午前９時～午後７時（最終日は正午まで）

１０月２０日（水）～１０月２５日（月）

◆第63回こども県展◆

令和３年度県民芸術祭特別参加

村 山 巡 回 展

※市内入賞・入選者の作品はすべて展示します。

村山市民会館・市役所生涯学習課

萬家・菅野時計店・オーイシ

前売り券取扱い：

中学生以下無料

学生１００円（当日１５０円）

一般２００円（当日３００円）入場料：

会会場： 村山市民会館



賞　名 部　門 題　　名 氏　　名 地　区

奨励賞 洋画 ひととき 矢萩 厚 西郷

委嘱 日本画 花水木の冬 藤田 八重子 冨本

委嘱 洋画 ＳＡＫＡＮＡ 原田 一裕 楯岡

委嘱 洋画 地のいのり 西塚 裕樹 楯岡

無鑑査 洋画 初秋 嘉規 雅之 楯岡

入選 洋画 茜を享ける古民家 須藤 喜志雄 西郷

入選 洋画 秋晴れの銀山温泉 柴田 賢一 楯岡

入選 洋画 昼さがり 板垣 雅一 西郷

入選 洋画 一人参詣 佐藤 隆一 楯岡

入選 洋画 水ぎわの古木 後藤 キク 楯岡

入選 洋画 雪国良夜 早坂 悦男 楯岡

入選 洋画 山紫水明 齋藤 美代三 大倉

入選 洋画 秋日 須藤 正義 西郷

入選 洋画 猫だらけⅡ 工藤 英喜 西郷

入選 洋画 羽黒山 柴﨑 宣明 楯岡

入選 洋画 夢で見た風景（鯉のぼり） 大沼 智行 戸沢

入選 工芸 己の光望 海老名 真一 冨本

賞　名 部　門 題　　名 氏　　名 所　属

奨励賞 年少 おおきなあおむしみつけたよ 沼沢 善陽 ひばり保育園

奨励賞 １年 えきのしんかんせんをみたよ 矢作 惺那 村山市立袖崎小学校

入選 年長 だいすきななつのむしたち 丹野 要 楯岡幼稚園

入選 年中 大好きな家族とおでかけしたよ 三澤 茉奈 楯岡幼稚園

入選 年少 大好きな、工事中のショベルカー 丹野 真 楯岡幼稚園

入選 年長 せみさんをつかまえるぞ！ 村越 みのり 西郷認定こども園

入選 年少 おしゃれなかたつむり 髙橋 萊心 西郷認定こども園

入選 年少 かたつむりのさんぽ！ 助野 小太郎 西郷認定こども園

入選 年少 あめさん　ありがとう　きもちいいなあ！！ 川又 糸 西郷認定こども園

入選 年少 かわいいおばけが、ゆーらゆら！ 板垣 伶旺 西郷認定こども園

入選 年中 バラのおひめさま 栗田 桜來 村山市戸沢保育園

入選 年中 メダカくんのめいろ 髙橋 碧 村山市戸沢保育園

入選 年少 カブトムシがあそんでる 板垣 弦 村山市戸沢保育園

入選 年少 きにのぼっているカブトムシ 大沼 蒔奈 村山市戸沢保育園

入選 年少 はなびきれいだな 髙橋 里緒 村山市戸沢保育園

入選 年長 パパとつりきょうそう 石川 暖真 ひばり保育園

入選 年長 カブトムシのせかい 下山 陽向 ひばり保育園

入選 年長 ダムのできあがり 佐藤 丞 ひばり保育園

入選 年長 あっ！？てとあしがでた！ 菅野 愛結 ひばり保育園

入選 年中 こんなおおきなはなびがみれたらいいな… 東 ダニアル秋星 ひばり保育園

入選 年少 おおきなセミ、みーつけた 堀脇 碧琉 ひばり保育園

入選 年少 きれいなおはなにあめがふってきたんだよ 太田 琳土 ひばり保育園

入選 年少 バラこうえん、お花がいっぱいさいてたよ 丸山 縁 ひばり保育園

入選 年少 かいじゅうたちのたたかいだよ 笹原 昊空 ひばり保育園

入選 年中 シュモクザメとたまご 吉川 芽樹 輝認定こども園

入選 ５年 僕のあいぼう 今田 志桜 村山市立楯岡小学校

入選 ４年 京都にいるひいおばぁちゃんに会いたいな！ 酒井 陽彩 村山市立楯岡小学校

入選 １年 大きくなったら空飛ぶ新幹線を運転したいな 梅本 陽和 村山市立楯岡小学校

入選 １年 えきのしんかんせん 石山 幸助 村山市立袖崎小学校

入選 １年 でんしゃにのったよ 玉羽 葵織 村山市立袖崎小学校

第76回県美展 入賞・入選者（村山市関係）

第63回こども県 展入賞・入選者（村山市関係）


