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

内閣総理大臣賞 １部 幸太型8号 弥治郎系 髙田　稔雄

経済産業大臣賞 １部 岩蔵型10.5号 鳴子系 櫻井　昭寛

経済産業大臣賞 ３部 雛（ひな） 神奈川県 小島　隆

農林水産大臣賞 １部 勘治型11.5号 鳴子系 柿澤　是伸

農林水産大臣賞 ２部 夏のかおり 宮城県 加賀沼　勝子

国土交通大臣賞 ３部 花綴 宮城県 渡辺　邦彦

国土交通大臣賞 ４部 こけしやさん 山形県 小林　繁男

文部科学大臣賞 １部 福太郎型11号 弥治郎系 新山　真由美

文部科学大臣賞 ２部 花ざかり 群馬県 富所　ふみを

中小企業庁長官賞 １部 9.5号桜くずし 遠刈田系 小笠原　義雄

中小企業庁長官賞 ３部 紅葉 群馬県 岡本　有司

林野庁長官賞 １部 桂材栄治郎型10.6号 蔵王高湯系 岡﨑　幾雄

林野庁長官賞 ３部 福をなす 群馬県 石曽根　八千代

観光庁長官賞 １部 胞吉型裾絞り9号 山形作並系 鈴木　明

観光庁長官賞 ２部 招福こけしNo.2 福島県 佐藤　裕子

経済産業省製造産業局長賞 １部 勘治型11.5号 鳴子系 髙橋　義一

経済産業省製造産業局長賞 ５部 こま入り卵こま 神奈川県 田中　一幸

東北経済産業局長賞 １部 幸兵衛型くびれだるま絵9号 津軽系 阿保　六知秀

東北森林管理局長賞 １部 本人型 木地山系 阿部　市五郎

東北運輸局長賞 １部 11.5号由吉型 土湯系 渡邉　忠雄

宮城県知事賞 １部 8.5号細胴重菊 遠刈田系 佐藤　保裕
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宮城県知事賞 ２部 桜並木こけし30cm 宮城県 千葉　きくみ

東日本旅客鉄道賞 １部 さくら（い）10号 土湯系 荒川　洋一

東日本旅客鉄道賞 ２部 電車ごっこ 群馬県 田中　重巳

全日本こけしコンクール会長賞 １部 もりおかぼっこ10号 南部系 田山　和泉

全日本こけしコンクール会長賞 ２部 武者 群馬県 石曽根　信行

日本商工会議所会頭賞 ３部 「おでかけ」 鹿児島県 田之上　光雄

群馬県知事賞 ３部 スマイル 東京都 徳丸　えつこ

福島県知事賞 １部 カヤ材9.6号本人型 弥治郎系 新山　実

山形県知事賞 １部 肘折系ガラ入10号 肘折系 鈴木　征一

岩手県知事賞 １部 泰一郎型8号 木地山系 本間　功

秋田県知事賞 １部 石蔵型10号 木地山系 三春　文雄

青森県知事賞 １部 大正型線入り8号 山形作並系 志田　菊宏

仙台市長賞 １部 福雄型10号 弥治郎系 新山　吉紀

札幌市長賞 １部 幸兵衛型だるま 津軽系 本間　直子

登別市長賞 ２部 薔薇 宮城県 大内　裕子

海老名市長賞 ５部 ラトル ハンガリー トート・ヴァーシャールヘイ・レーカ

小田原市長賞 ５部 満月花ビン 群馬県 岡本　義弘

前橋市長賞 ３部 しだれ桜9号 岩手県 佐藤　悦郎

福島市長賞 １部 芳蔵型10号 土湯系 野矢　里志

山形市長賞 ４部 石巻こけしボール 宮城県 林　貴俊

仙台商工会議所会頭賞 １部 11号今三郎型 弥治郎系 佐藤　英雄

小田原箱根商工会議所会頭賞 ３部 音のない森 群馬県 五十嵐　祐介
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前橋商工会議所会頭賞 ２部 童児 宮城県 武田　憲好

福島商工会議所会頭賞 ２部 さくら三姉妹3本組 宮城県 髙橋　としこ

山形商工会議所会頭賞 ２部 菊花美々小町 群馬県 加藤　かつら

米沢商工会議所会頭賞 ４部 相撲だるま 山形県 阿部　進矢

河北新報社賞 １部 護型胴くびれ旭菊9号 遠刈田系 佐藤　早苗

朝日新聞仙台総局賞 １部 直胴細型9.5号 山形作並系 平賀　輝幸

毎日新聞仙台支局賞 １部 本人型10号 木地山系 高橋　雄司

読売新聞東北総局賞 １部 儀一郎型11.3号 木地山系 沼倉　孝彦

産経新聞社東北総局賞 ２部 ジャン・ケン・ポン 群馬県 加藤　初江

ＮＨＫ仙台放送局賞 １部 誠古型細くびれ10号 弥治郎系 佐藤　誠孝

東北放送賞 １部 治助型10号 土湯系 阿部　国敏

仙台放送賞 １部 本人型ダルマ10号 津軽系 北山　盛治

宮城テレビ放送賞 １部 米吉型10号 木地山系 北山　賢一

東日本放送賞 １部 茂吉型8号 遠刈田系 日下　秀行

エフエム仙台賞 ３部 渡り鳥 群馬県 関口　三作

七十七銀行賞 ２部 招き兎・赤 群馬県 岡本　弘行

仙南信用金庫賞 ３部 彩　いろどり 宮城県 佐々木　功

仙台銀行賞 ２部 トマトだいすき 宮城県 熊谷　仁奈

東北電力賞 １部 8号 弥治郎系 吉野　稔弘

白石商工会議所会頭賞 ２部 森のこびと（オレンジ） 群馬県 今村　亜希子

白石市観光協会長賞 １部 周助平頭細胴 肘折系 吉野　誠二


