
賞                 名 部 別 作       品      名 県・系統別 氏     名 住                 所

内閣総理大臣賞 １部 岩蔵型　１１号 鳴子系 櫻井　昭寛 宮城県大崎市

経済産業大臣賞 ３部 春待ち 群馬県 岡本　有司 群馬県北群馬郡榛東村

経済産業大臣賞 ４部 花笠 山形県 小林　繁男 山形県新庄市

農林水産大臣賞 １部 桂材栄治郎型原寸１０．６号 蔵王高湯系 岡﨑　幾雄 山形県山形市

農林水産大臣賞 ２部 春のかおり 群馬県 富所　千弥 群馬県前橋市

国土交通大臣賞 １部 勘治型 １１．２号 鳴子系 柿澤　是伸 宮城県大崎市

国土交通大臣賞 ２部 春暖 群馬県 富所 ふみを 群馬県前橋市

文部科学大臣賞 １部 ８寸忠蔵型 花 土湯系 高橋　通 福島県南相馬市

文部科学大臣賞 ３部 華姿 宮城県 渡辺　邦彦 宮城県白石市

中小企業庁長官賞 １部
佐藤松之進型（鈴木康郎
氏所有、原寸大）　８号

遠刈田系 早坂　政弘 仙台市青葉区

中小企業庁長官賞 ５部 木製キャニスター栗拭漆 神奈川県 北村　克晴 神奈川県厚木市

林野庁長官賞 １部 泰一郎型　１０号 木地山系 阿部　木の実 秋田県湯沢市

林野庁長官賞 ２部 誕生月こけし 群馬県 田村　昇 群馬県渋川市

観光庁長官賞 １部 大正型　８号 鳴子系 髙橋　義一 宮城県大崎市

観光庁長官賞 ３部 粋 山形県 牧野　　均 山形県東置賜郡川西町

経済産業省製造産業局長賞 １部 鳴子こけし 太胴　１０号 鳴子系 大沼　秀顯 宮城県大崎市

経済産業省製造産業局長賞 ２部 こすもす 宮城県 佐々木　美穂 宮城県白石市

東北経済産業局長賞 １部 幸兵衛型くびれダルマ　１０号 津軽系 笹森　淳一 青森県弘前市

東北森林管理局長賞 １部 くびれ黄胴福雄型 １０号 弥治郎系 新山　真由美 宮城県白石市

東北運輸局長賞 １部 小倉嘉三郎型くびれ枝梅 弥治郎系 佐藤　英之 福島県いわき市

宮城県知事賞 １部 甚四郎型　８．３号 鳴子系 櫻井　尚道 宮城県大崎市

宮城県知事賞 ３部 旅路 神奈川県 小島　　隆 神奈川県藤沢市

全日本こけしコンクール会長賞 １部 仙台こけし １０号 山形作並系 鈴木　敬 宮城県仙台市

全日本こけしコンクール会長賞 ２部 アマビエ（小） 群馬県 岡本　義弘 群馬県北群馬郡榛東村

東日本旅客鉄道賞 ３部 王さま 群馬県 岡本　灯偉 群馬県北群馬郡榛東村

東日本旅客鉄道賞 ４部 メリーゴーランド 福島県 陳野原 幸紀 福島県福島市

日本商工会議所会頭賞 ３部 re-birth 01 群馬県 五十嵐 祐介 群馬県北群馬郡吉岡町

群馬県知事賞 ３部 雛人形こけし（極小） 東京都 原田　正明 東京都世田谷区

福島県知事賞 １部 ７寸５分 花 土湯系 高橋　順子 福島県相馬市

山形県知事賞 １部 周助　武井黒頭　８号 肘折系 吉野　誠二 埼玉県比企郡鳩山町

岩手県知事賞 １部 本人型ガラ入れ　１０号 肘折系 鈴木　征一 山形県最上郡大蔵村

秋田県知事賞 １部 伊藤儀一郎型　１０．２号 木地山系 沼倉　孝彦 秋田県湯沢市

第　６４　回　全　日　本　こ　け　し　コ　ン　ク　ー　ル

【　入 　賞　 者 　名 　簿　】
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青森県知事賞 １部 栄五郎型まげ首ふり　１０号 弥治郎系 新山　実 宮城県白石市

仙台市長賞 １部 幸兵衛型　だるま　１０号 津軽系 本間　直子 青森県上北郡東北町

札幌市長賞 ３部 ＭＯＭＯ(21') 岡山県 清水　かな子 岡山県赤磐市

登別市長賞 ２部 おひなさま 東京都 徳丸　えつこ 東京都墨田区

海老名市長賞 ２部 姉妹（二本組） 宮城県 加賀沼 勝子 宮城県白石市

小田原市長賞 ５部 一人膳卵々セット 山形県 佐藤　健一 山形県米沢市

前橋市長賞 ３部 希望 鹿児島県 田之上　光雄 鹿児島県垂水市

福島市長賞 １部 重治型 ８号 土湯系
（中ノ沢）

関根　由美子 福島県須賀川市

山形市長賞 ４部 ウサギぴょんぴょん ハンガリー ﾄｰﾄ･ｳﾞｧｰｼｬｰﾙﾍｲ･ﾚｰｶ ハンガリー

仙台商工会議所会頭賞 ３部 風花 群馬県 石曽根 信行 群馬県北群馬郡吉岡町

小田原箱根商工会議所会頭賞 ３部 お洒落なおばあさん 東京都 能澤 めぐみ 東京都港区

前橋商工会議所会頭賞 ２部 まめ柴 宮城県 佐々木　功 宮城県白石市

福島商工会議所会頭賞 ２部 もんぺこけし　４号 岩手県 田山　和文 岩手県盛岡市

山形商工会議所会頭賞 ２部 お地蔵様セット 群馬県 岡本　弘行 群馬県北群馬郡榛東村

米沢商工会議所会頭賞 ４部 ピエロのおじさん 山形県 阿部　進矢 山形県鶴岡市

河北新報社賞 １部 喜一型 ８号 弥治郎系 新山　吉紀 宮城県白石市

朝日新聞仙台総局賞 １部 大正型線入り太胴　１０号 山形作並系 志田　菊宏 山形県西村山郡西川町

毎日新聞仙台支局賞 １部 木目本人型　８号 遠刈田系 小笠原　義雄 仙台市太白区

読売新聞東北総局賞 １部 小椋米吉型　６号 木地山系 髙橋　一成 秋田県仙北郡美郷町

産経新聞社東北総局賞 ２部 ドラキュラなあたし 群馬県 田中　重巳 群馬県北群馬郡吉岡町

ＮＨＫ仙台放送局賞 １部 治助型 ８号 土湯系 阿部　国敏 福島県福島市

東北放送賞 １部 鉄蔵　１０型 木地山系 柴田　良二 秋田県湯沢市

仙台放送賞 １部 カメイ善吉型　８号 土湯系
（中ノ沢）

野矢　里志 福島県郡山市

宮城テレビ放送賞 １部 小椋久四郎型　１０号 木地山系 本間　功 秋田県横手市

東日本放送賞 １部 直胴細型　９．４号 山形作並系 平賀　輝幸 宮城県仙台市

エフエム仙台賞 ３部 ツキフネ 群馬県 沖　泰宣 群馬県渋川市

七十七銀行賞 ２部 悠輝 群馬県 小畑　景子 群馬県北群馬郡榛東村

仙南信用金庫賞 ３部 秋によせて　Otonal 埼玉県 堀内　千代美 埼玉県さいたま市

仙台銀行賞 ４部 とら 宮城県 相原　英雄 宮城県白石市

東北電力賞 １部
もりおかこけしどんぐり
６寸（嵌め込み）

南部系 田山　和泉 岩手県盛岡市

白石商工会議所会頭賞 ２部 舞妓（帯色・向日葵色） 秋田県 田村　正 秋田県秋田市

白石市観光協会長賞 １部 今三郎型 ８号 弥治郎系 髙田　稔雄 宮城県白石市

白石温麺賞 ５部 クジラメモスタンド 群馬県 大野　雄哉 群馬県渋川市


