
縄文の炎・藤沢野焼祭 2019 入賞作品 

 

 

  

 【塩野半十郎大賞】 
「海想」 

第 37 区自治会 
（藤沢町） 

 
 

  

 

【一関市長賞】 
「ワンの最高の笑顔にバンザイ！」 

第７区自治会 
（藤沢町） 

【岡本太郎賞】 
「令和に誕生・平成生物飛翔君」 

第 32 区自治会 
（藤沢町） 

【池田満寿夫賞】 
「じょんのび」 

佐藤 修 
（藤沢町） 

  

 

【辻清明賞】 
「アヌビス」 
小松 友弥 
（藤沢町） 

【金子賢治賞】 
「きょうりゅう」 

三浦 奏詩 
（藤沢町） 

【リチャード・スタウビッツ賞】 
「大きなおっぱい君たちのもの 

～少子化対策～」 
第 25 区自治会 

（藤沢町） 

 



覧 

 

 

  

 

【縄文野焼賞】 
「縄文イノシシ 2019」 

金野 佳斗 
（藤沢町） 

【縄文野焼賞】 
「夜明け・希望（土笛）」 

千田 敏夫 
（北上市） 

【縄文野焼賞】 
「うさぎちゃん」 

菊地 梨良 
（藤沢町） 

 

 

 

【縄文野焼賞】 
「さくらぐみのきょうりゅうたんけん」 
藤沢こども園さくら組共同作品 

（藤沢町） 

【縄文野焼賞】 
「古木 壺」 
柳田 雅子 
（宇都宮市） 

 

 

 

塩野半十郎大賞から縄文野焼賞までの上位 12 作品は、藤沢文化センター「縄文ホール」ロビーに展示しています。 

展示期間は、2019 年８月から 2020 年８月までの１年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



受賞区分 作品名 氏名 市町村名 

塩野半十郎大賞 海想 第 37 区自治会 藤沢町 

一関市長賞 ワンの最高の笑顔にバンザイ！ 第７区自治会 藤沢町 

岡本太郎賞 令和に誕生･平成生物飛翔君 第 32 区自治会 藤沢町 

池田満寿夫賞 じょんのび 佐藤 修 藤沢町 

辻清明賞 アヌビス 小松 友弥 藤沢町 

金子賢治賞 きょうりゅう 三浦 奏詩 藤沢町 

リチャード・ 

スタウビッツ賞 

大きなおっぱい君たちのもの 

～少子化対策～ 
第 25 区自治会 藤沢町 

縄文野焼賞 縄文イノシシ 2019 金野 佳斗 藤沢町 

縄文野焼賞 夜明け･希望(土笛) 千田 敏夫 北上市 

縄文野焼賞 うさぎちゃん 菊地 梨良 藤沢町 

縄文野焼賞 さくらぐみのきょうりゅうたんけん 
藤沢こども園 

さくら組共同作品 
藤沢町 

縄文野焼賞 古木 壺 柳田 雅子 宇都宮市 

県南広域振興局長賞 祈るものたち 土井 麗子 四条畷市 

藤沢町住民自治協議会長賞 白蛇の絆 第 24 区自治会 藤沢町 

藤沢町芸術文化協会長賞 はにぐで 金野 日和 藤沢町 

ＪＡいわて平泉組合長賞 みんなのほいくえん 共同作品 藤沢町 

一関市観光協会長賞 るる 千葉 未琴 藤沢町 

一関商工会議所会頭賞 そら翔ける 第４区自治会 藤沢町 

一関市老人クラブ連合会 

藤沢支部長賞 
コンクリートミキサー車 伊東 璃音 藤沢町 

藤沢町工業倶楽部会長賞 花鳥風月 千葉 菜央 藤沢町 

岩手日報社賞 寵愛の叫び 
シルバーヘルス 

一関 
一関市 

岩手日日新聞社賞 縄文の根源 大木 義則 栗原市 

河北新報社賞 藤沢式女王 朝日 陽平 藤沢町 

藤沢町女性組織 

連絡会議会長賞 
ワークサウルス兄弟 

ワークジョイ 

ふじの実 
藤沢町 

藤沢町国際交流協会長賞 シーサー 屋須 希彩 藤沢町 

藤沢・岩手ライオンズ 

クラブ会長賞 
藤沢令和土器 岩渕 空 藤沢町 

館ヶ森アーク牧場賞 令和の弁天像 第 28 区自治会 藤沢町 

岩手サファリパーク賞 縄文トーチ 山口 晴伸 藤沢町 

館ヶ森高原ホテル賞 誕生 土井 麗子 四条畷市 

小野産業賞 きらきら ジンベイザメ 菅原 柚希 藤沢町 

フジテック岩手賞 遮光土偶 小川 四郎 一関市 

岩手銀行藤沢支店賞 がめら・もすら 小野 萩平 藤沢町 

宮城マッカラー米川賞 焼街土器 道訓前 JP-216 廣瀬 欣孝 大崎市 



受賞区分 作品名 氏名 市町村名 

ファミリー賞 千葉家の守り神 千葉 百合子・心遥 一関市 

みんなが選ぶのやき賞 はにわ就活中 佐藤 友晴 藤沢町 

みんなが選ぶのやき賞 笑顔の地図 
黄海こども園 

さくら組共同作品 
藤沢町 

優秀賞 炎に包まれてＡ 兒玉 智江 北上市 

優秀賞 炎に包まれてＢ 兒玉 智江 北上市 

優秀賞 猪物語 第 36 区自治会 藤沢町 

優秀賞 ノアのはこぶね 橋本 薫苑 藤沢町 

優秀賞 どくろかいじゅうレッドキング 熊谷 珀希 藤沢町 

優秀賞 大好きなくまちゃん 千葉 千鶴 藤沢町 

優秀賞 ガノンタスとステゴゼータ 大住 勝太郎 藤沢町 

優秀賞 ピカチュウのつぼ 伊藤 優那 藤沢町 

優秀賞 オブジェ土偶 八重樫 篤 一関市 

優秀賞 つぼハニック 及川 勇人 藤沢町 

優秀賞 ゆかいな仲間達のハニワニック 佐藤 陽菜 藤沢町 

優秀賞 縄文の犬 北村 陽菜 藤沢町 

優秀賞 縄文中学生 小山 優斗 藤沢町 

優秀賞 闇の化け物 伊勢田 翔大 藤沢町 

優秀賞 埴輪 伊東 琴美 藤沢町 

優秀賞 夢馬～ユニコーン～ 及川 れな 藤沢町 

優秀賞 KING OF ハニワ 黒澤 洸太 藤沢町 

優秀賞 奇妙なハニワと仲間たち 佐藤 大輝 藤沢町 

優秀賞 きの子の国 菊地 愛乃 藤沢町 

優秀賞 陸軍大将 佐藤 颯 藤沢町 

優秀賞 アワビ 金野 徳治 藤沢町 

優秀賞 ハニワブリッジ 大洞 志保 久喜市 

優秀賞 ピエタ 2019 亀井 真弓 奥州市 

優秀賞 思惟する人 亀井 真弓 奥州市 

優秀賞 縄文の子 第 24 区自治会 藤沢町 

優秀賞 土偶美人 第 29 区自治会 藤沢町 

優秀賞 令和の毘沙門天 第 13 区自治会 藤沢町 

優秀賞 令和の縄文マダム湯にふける 三浦 文康 藤沢町 

優秀賞 くるま 三浦 正登 藤沢町 

優秀賞 令和元年パワーマン 畠山 涼聖 藤沢町 

優秀賞 クマ 皆川 利佳 藤沢町 

優秀賞 かいぞく船と宝 千葉 陽翔 藤沢町 

優秀賞 テトのひと休み 畠山 知子 藤沢町 



受賞区分 作品名 氏名 市町村名 

優秀賞 ぼくたちの家族の家 小野寺 奏芽 藤沢町 

優秀賞 鳥 阿部 太久摩 藤沢町 

優秀賞 成人になったぼく 小野寺 桧來 藤沢町 

優秀賞 土器 渋谷 佳蓮 藤沢町 

優秀賞 ぞうさん 武村 蒼祐 藤沢町 

優秀賞 “ようせい”のおうち 玉澤 璃知佳 藤沢町 

優秀賞 とかげロボットと剣 千葉 岳 藤沢町 

優秀賞 青鬼火山 武田 蓮 藤沢町 

優秀賞 はにわーず 小野寺 千恵 登米市 

優秀賞 飛行ガメ 岡田 琉南 川崎市 

優秀賞 となりのフクロウ 岡田 虹香 川崎市 

優秀賞 みんなでつくったよ パート２ 
農産花卉活動 

代表 高橋志都香 
藤沢町 

優秀賞 ワニのこども 伊東 悠真 藤沢町 

優秀賞 ドラゴンボール、孫悟空 阿部 大和 藤沢町 

優秀賞 カブトムシとクワガタムシ 稲葉 陽翔 藤沢町 

優秀賞 ぶーたろうくんのうえきばち 橋本 李苑 藤沢町 

優秀賞 ラッキー（ウサギ人形） 千葉 悠紀菜 藤沢町 

優秀賞 リンゴを食べたはらぺこあおむし 今野 巴楠 藤沢町 

優秀賞 メガロドン 白石 幸毅 藤沢町 

優秀賞 「構図は、こうかなー？」 守田 理恵 多賀城市 

優秀賞 ポットみたいなハニワ 永井 きずな さいたま市 

優秀賞 鉢物（花･蕾･枯れ木） 伊藤 咲子 藤沢町 

優秀賞 眠いネコ 伊藤 咲子 藤沢町 

優秀賞 ぼくのきかんしゃ 守屋 奏佑 倉敷市 

優秀賞 S604 佐藤 修 藤沢町 

優秀賞 かぞくと宝入れじょうもんのかぞく 三浦 るか 奥州市 

 


