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

内閣総理大臣賞 １部 本人型ガラ入れ　10号 肘折系 鈴木　征一

経済産業大臣賞 ３部 夜想曲 山形県 牧野　均

経済産業大臣賞 ４部 一輪車　福車 福島県 陳野原　幸紀

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 鶴舞（小） 群馬県 岡本　弘行

国土交通大臣賞 １部 桂材栄治郎型原寸１０．６号 蔵王高湯系 岡﨑　幾雄

国土交通大臣賞 ２部 梅衣（うめごろも）（紫） 宮城県 佐々木　功

文部科学大臣賞 １部 松三郎型唐花　１０号 鳴子系 小林　繁男

文部科学大臣賞 ３部 春の日に 群馬県 富所　ふみを

中小企業庁長官賞 １部 岩蔵型　１０．７号 鳴子系 櫻井　昭寛

中小企業庁長官賞 ５部 おひとり膳（富士） 山形県 佐藤　健一

林野庁長官賞 １部 栄治型　11.5号 弥治郎系 新山　吉紀

林野庁長官賞 ２部 福々 群馬県 富所　千弥

観光庁長官賞 １部 周助　昭和三白眼１０号 肘折系 吉野　誠二

観光庁長官賞 ３部 花乙女 宮城県 渡辺　邦彦

経済産業省製造産業局長賞 １部 胞吉型　１０号 山形作並系 鈴木　明

経済産業省製造産業局長賞 ２部 はにかみ(２本組） 宮城県 髙橋　とし子

東北経済産業局長賞 １部 忠蔵型　茎花Ⅱ　９．５号 土湯系 高橋　通

東北森林管理局長賞 １部 伊藤儀一郎型山茶花１０．９号 木地山系 沼倉　孝彦

東北運輸局長賞 １部 久四郎型９．８号 木地山系 三春　文雄

宮城県知事賞 １部 ボタ菊　１０号 遠刈田系 小笠原　義雄

宮城県知事賞 ３部 佇ずまい 群馬県 岡本　有司

東日本旅客鉄道賞 １部 幸兵衛型　だるま絵１０．５号 津軽系 本間　直子

東日本旅客鉄道賞 ２部 ユメサクラ 群馬県 五十嵐　祐介

全日本こけしコンクール会長賞 １部 西田蔵衿付き重菊９号 遠刈田系 佐藤　保裕

全日本こけしコンクール会長賞 ２部 春想　二本組 宮城県 加賀沼　昌行

日本商工会議所会頭賞 ３部 何処へ 埼玉県 山﨑　裕子

群馬県知事賞 ３部 花に囲まれて ハンガリー ト-ト・ヴァ-シャールヘイ・レ-カ

福島県知事賞 １部 直胴　９．６号 山形作並系 平賀　輝幸

山形県知事賞 １部 善吉型　4白眼８号 中ノ沢こけし 瀬谷　幸治

岩手県知事賞 １部 本人型まげ　１０．５号 弥治郎系 新山　実

秋田県知事賞 １部 直胴（梅）　8号 弥治郎系 富塚　由香

青森県知事賞 １部 福雄型　8.5号 弥治郎系 新山　真由美

仙台市長賞 １部 直胴テガラ　10号 蔵王高湯系 田中　恵治

札幌市長賞 １部 五段旭菊　１０号 弥治郎系 井上　春未
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登別市長賞 ２部 くびかざり（白） 宮城県 佐々木　美穂

海老名市長賞 ２部 おめでとう（花いろいろ） 東京都 徳丸えつこ

小田原市長賞 ５部 欅茶筒 神奈川県 北村　克晴

前橋市長賞 ３部 滝椿 群馬県 斎藤　きよし

福島市長賞 １部 菱菊（天然秋田スギ材）１０．１号 鳴子系 海老名　一郎

山形市長賞 ４部 汽車 山形県 阿部　進矢

仙台商工会議所会頭賞 １部 小原こけし（作り付け）　8号 弥治郎系 星　　定良

小田原箱根商工会議所会頭賞 ３部 紅の詩（最上紅花の色を使って） 山形県 白鳥　保子

前橋商工会議所会頭賞 ２部 桜の花 群馬県 岡本　義弘

福島商工会議所会頭賞 ２部 うさぎの親子１対 宮城県 千葉　正治久

山形商工会議所会頭賞 ２部 歌舞伎 群馬県 田中　重巳

米沢商工会議所会頭賞 ４部 四季雛　桜　～春～ 宮城県 大内　裕子

河北新報社賞 １部 幸兵衛型　くびれダルマ８号 津軽系 笹森　淳一

朝日新聞仙台総局賞 １部 栄治型　くびれ上下枝梅（武田型）１２号 弥治郎系 佐藤　英之

毎日新聞仙台支局賞 １部 土湯こけし由吉型昭和１０年代１０号 土湯系 渡辺　忠雄

読売新聞東北総局賞 １部 もりおかこけし　くるみ　7号 南部系 田山　和文

産経新聞社東北総局賞 ２部 寿松、朱松、福梅（３本組） 福島県 佐藤　裕子

ＮＨＫ仙台放送局賞 １部 福太郎型　浜千鳥８号 津軽系 阿保　正文

東北放送賞 １部 勝之助型　菊重１０号 蔵王高湯系 梅木　直美

仙台放送賞 １部 木目　１０号 遠刈田系 佐藤　早苗

宮城テレビ放送賞 １部 小椋泰一郎型９．４号 木地山系 髙橋　一成

東日本放送賞 １部 足踏みロクロ　7.5号 鳴子系 早坂　利成

エフエム仙台賞 ３部 孟宗竹童女 群馬県 加藤　龍雄

七十七銀行賞 ２部 だるま家族 フランス パトネ　パトリック

仙南信用金庫賞 ３部 ないしょ 埼玉県 堀内　千代美

仙台銀行賞 １部 竹雄型　８．８号 鳴子系 大沼　秀顯

東北電力賞 １部 佐志馬型　７号 土湯系 近野　明裕

白石商工会議所会頭賞 ２部 なかよし 群馬県 小野澤　佳世

白石市観光協会長賞 １部 善吉型（２号）８号 中ノ沢こけし 柿崎　文雄

白石温麺賞 ５部 想ひのあかり 山形県 佐藤　幸吉


