
洋画（具象）部門

結果 作品名 氏名

135 市展賞 ＴＵＮＡＧＵ・Ⅱ 渡部　和枝

1 優秀賞 辺野古 藍家　進

40 優秀賞 夢 岸本  務津子

30 鉄斎美術館賞 world 荻野　敦子

5 奨励賞 インカ・マチュピチュ遺跡 芦田　弘

81 奨励賞 静物 戸田　麗子

16 佳作 がまんを超えた！（阿寒湖畔） 今西　信之

22 佳作 エアポート（CF82） 浦　政一

24 佳作 さあ、出発だ 遠田　悦子

32 佳作 渓谷の秋 奥西　敦子

38 佳作 コーヒーミルのある静物 川東　繁

67 佳作 浄園 住吉　満

78 佳作 街 田村　節

99 佳作 波止場にて 日高　洋一

111 佳作 旅の栞 松井　靖

113 佳作 想う 松田　真理子

120 佳作 天まで上れ 宗清　美惠子

2 入選 ５月のＥＢＩＳ　Ｇardenで（ＪＲ中山寺） 秋山　英彦
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3 入選 もうすぐ開店（２） 明角　清重

4 入選 照葉 浅田　誠子

6 入選 流れ－奥入瀬 足立　量

7 入選 帝陵 天野　征子

8 入選 コーヒータイム 荒川　弘道

9 入選 懐古の思い 荒木　敏子

10 入選 お鍋の季節ですね 井川　厚希

11 入選 遺跡 池田　大造

12 入選 THE TAKARAZUKA 池田　英也

13 入選 君はりんごの木 一圓　道子

15 入選 Bonjour! Quebec 井上　美知子

17 入選 タソガレドキ 伊与田　真実

18 入選 横顔 岩崎　順子

19 入選 白い箱 岩田　恭子

21 入選 秋の始まり 魚座　しず子

23 入選 武田尾ソング 浦辺　民子

25 入選 若狭神宮寺 大木　豊

26 入選 歌劇場の見える部屋 大田　和幸

27 入選 マチュピチュ 岡　文男
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28 入選 大寒の映り 岡村　明美

29 入選 ダウンタウンN 小川　恵子

31 入選 ２月の早朝（河口湖より） 荻野　芳春

33 入選 はんなり 桶本　忠弘

34 入選 カサブランカ 柿本　昇一

35 入選 淡い記憶 笠松　定一

36 入選 夏の日 洋、

37 入選 卓上の静物 萱島　弘子

39 入選 時空の歪(淀屋橋) 菊池　淳一

41 入選 語らい 北中　良輝

42 入選 (曾孫)菜陽ちゃん 喜納　茂子

43 入選 オアシスに生きる 日下部　恵子

44 入選 遊・遊 九坪　榮美子

45 入選 川下り 倉本　晋匡

46 入選 ベネチア日和 河野　満

48 入選 孤高のライオン 越野　まゆみ

49 入選 勝利の晩餐 近藤　史子

50 入選 雨の石橋 斉藤　忠臣

51 入選 帆船入港 斎藤　恒之
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52 入選 神戸異人館裏通り 阪本　忠之

53 入選 待ち合わせ 佐々木　啓之

54 入選 囁く炭火 佐藤　正孝

55 入選 聖地光神～スーリヤに祈りて～ 澤田　直滋

56 入選 美しい場所２ 塩沢　智巳

57 入選 明日へ 芝　司信

58 入選 ひまわり 島田　勝

59 入選 支える 志水　英生

60 入選 花のシンフォニー 卜田　衣子

61 入選 家族 菅　賢一郎

63 入選 成長 鈴木　敦史

64 入選 旅の途中、ミコノス島 鈴木　章三

66 入選 ある日のこと 住本　輝代

68 入選 公園通りの風景 輝野　洪瑞

69 入選 信濃のバラ園 大仁　啓子

70 入選 雪列車 竹内　裕博

71 入選 牡丹 竹尾　勝

72 入選 宝塚ホテル工事現場 竹田　稔

73 入選 育む 竹野　實
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75 入選 茅葺の在る風景 棚原　昌男

76 入選 ４８年ぶり「太陽の塔・復活」そして再び「大
阪万博」

谷本　萬亀雄

77 入選 翠 田村　忍

80 入選 鷹 土井　克仁

82 入選 雨上がりの広場へ 百々　真二郎

83 入選 坂の上の奇跡 内藤　久子

84 入選 グロリオサ 中田　淳子

85 入選 次の夏もっと咲きます。 中西　はるよ

86 入選 天の川伝説（山添村） 中村　美知子

87 入選 山門で紅葉がお出迎え 中山　正一

88 入選 すみれが丘遠望 那須　久悦

89 入選 畑の葱坊主 西川　忠男

90 入選 ちょっと休憩 西山　幸子

91 入選 嵐の金鋼崎(和歌山) 野田　勝人

92 入選 富士山 野田　研介

93 入選 大阪淀屋橋昭和懐景 箱谷　和男

94 入選 ラビリンス 長谷川　博子

95 入選 湖面に映る立木 畑野　寛旨

96 入選 若き日の君に花束を 畑谷　正憲

2019年1月22日 5/8 ページ



結果 作品名 氏名

97 入選 伊万里の街角（トンバイ塀） 原　寿太郎

98 入選 ゴンドラの見える風景 日笠　貢

100 入選 Ｚｅｎ（禅） 平野　静子

101 入選 御射鹿池 福井　澄榮

102 入選 初秋のあいあいパークとその周辺 福田　貴美代

103 入選 廃線 古田　優

104 入選 カナダ(ケベック）のハローウイン 古本　勝文

105 入選 宝塚の夕景 堀川　徹

106 入選 雲のゆくえ 本城　晴子

107 入選 二人の記憶 前田　絹子

108 入選 あ～‥喉かわいちゃった 前田　多鶴子

109 入選 Chaos 牧田　満知子

110 入選 路傍に咲く草花 桝本　絹枝

112 入選 ふる里の川・四条上ル 松田　勉與

114 入選 朝 松田　元子

115 入選 振り袖姿 松浪　オサミ

116 入選 ボヘミアングラスと３月の花 三河　夏菜子

117 入選 オキザリス 三﨑　喜美子

118 入選 I Love New York 宮城　正時
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119 入選 盛夏 宮崎  美貴

121 入選 transplantation 村井　紳浩

122 入選 雪の金閣寺 村上　勝

123 入選 愛美良児（アミイゴ） 村本　満

124 入選 奇跡 望月　高明

125 入選 ブナの森 安岡　明夫

126 入選 日の出（熊本・外輪山） 安良　修

127 入選 兄妹 山上　好子

128 入選 男性モデル 尚

129 入選 明石海峡の朝 山中　秀夫

130 入選 ノスタルジー 山之口　𠮷藏

131 入選 磔刑 山橋　大二郎

132 入選 悠久のロマン 吉田　龍志

133 入選 休憩 吉永　美惠子

134 入選 おはら風の盆 米山　毅

136 入選 夕暮れのツインタワーと甲山 中島　康誠

137 入選 鯉 中島　豊博

138 入選 スペイン紀行「城」 下村　義幸

140 入選 一生 原　批文
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141 入選 夏の日 NO.3 黒田　暢子
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