
洋画（具象）部門

結果 作品名 氏名

19 優秀賞 security hole ～心の脆さ～ 今井 智之

37 優秀賞 リズム・オブ・ワールド 荻野 敦子

65 優秀賞 刻の泊 菅原 幸秀

97 優秀賞 運河 長谷川 博子

55 鉄斎美術館賞 アディオス　COVID-19 小谷 孝子

14 奨励賞 工場 石田 順子

62 奨励賞 コロナ禍の街 柴田 敦子

85 奨励賞 夏の思い出 中村 美知子

3 佳作 あれから３５０年ロマンティック・ヒストリー　
九谷焼

秋山 彦

5 佳作 ひと休み 芦川 多美子

35 佳作 おやすみ 岡山 桃子

39 佳作 祭 奥村 誠

42 佳作 躍動 門脇 基洋

52 佳作 あつい季節の宝石 黒田 暢子

64 佳作 共生 謝 王萍

68 佳作 庭の片隅で 住本 輝代

71 佳作 卓上の宝物 大仁 啓子

100 佳作 樹影 日髙 洋一
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103 佳作 林檎の陳列 yuka

6 入選 信州アルプス眺望 芦田 弘

9 入選 旬 荒木 敏子

10 入選 平地地蔵（京丹後） 池田 大造

11 入選 神戸港・倉庫街一角 池田 英也

12 入選 ショッピング 池田 雅子

15 入選 坐像杳 伊勢 繁治

16 入選 猫とストーブ 一圓 道子

17 入選 朱の大鳥居（敦賀　氣比神宮） 井上 美鈴

18 入選 陽当たり良好 井上 美知子

21 入選 つづき 岩井 さとみ

22 入選 吹雪 岩﨑 勝子

23 入選 天空のモンサンミッシェル 梅原 衛

24 入選 エアーポート 浦 政一

26 入選 ひまわりと人魚姫 浦辺 民子

27 入選 滝 江崎 登夫

28 入選 愛する人たち 遠田 悦子

29 入選 北播磨の秋 大木 豊

30 入選 ｎａｔｓｕ 大谷 佐枝子
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31 入選 まちかど　Ⅰ megu

32 入選 レマン湖畔シヨン城 岡 文男

33 入選 Tiki・情熱のShowtime 岡村 信明

34 入選 GUERNICA NIPPON　1/2 岡山 英二

36 入選 いにしえの塔 小川 恵子

38 入選 ヴェネチア讃歌 奥西 敦子

40 入選 出会い 尾崎 忠司

41 入選 紫陽花 片山 千枝子

43 入選 花のみち 河合 和彦　　

44 入選 くつろぐピエロ 川東 繁

45 入選 運河に映る風景 菊池 郁夫

46 入選 時の流れ 菊池 惇一

51 入選 鞆の浦遠望 倉本 晋匡

53 入選 願う平和 河野 満

54 入選 カラー 越野 まゆみ

57 入選 秋陽 斉藤 忠臣

58 入選 賢者のイメージ法 齊藤 みゆき

59 入選 桜咲く頃 阪本 忠之

60 入選 2005年4月13日　ウンベルト1世広場にて 塩沢 智巳
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61 入選 作陶する女 芝 司信

66 入選 武庫川河川敷ロマン 菅谷 美枝子

67 入選 白川郷 鈴木 章三

69 入選 ひと休み 関 忠

70 入選 落下 曽我 雅行

72 入選 阪神競馬場 高橋 渉

73 入選 小浜宿の町家（宝塚） 竹田 稔

74 入選 捧げる 竹野 實

75 入選 後ろの眺め 田中 有作

76 入選 散策 棚原 昌男

77 入選 雪が降る 谷本 萬亀雄

78 入選 古都モスタル 塚原 和哉

80 入選 いつでも「夢」を　2021 百々 真二郎

81 入選 解放と戸惑い（我にかえる） 伊丹の蛙

82 入選 魚婦 中嶋 恭子

83 入選 さよならの夏 中野 健一

88 入選 女性像 成瀬 義明

89 入選 Home Sweet Home（ホーム　スイート　
ホーム）

西村 嘉郎

90 入選 収穫を終えて 西山 幸子
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91 入選 リラックス 二宮 潔子

93 入選 妙高山遠望 野田 勝人

95 入選 スイス・インターラーケン雪山 野々村 晃

99 入選 ゴンドラ作品２ 日笠 貢

101 入選 Journey 平野 静子

102 入選 駅のアイドル 福家 千津子

104 入選 宝塚駅前ゆめ広場 藤田 安臣

106 入選 坂のある街 堀居 隆子

107 入選 晴れ風、宝塚 堀川 徹

109 入選 鎮魂 前田 みつ恵

110 入選 鷺 松井 靖

111 入選 秋澄む 松浦 冨美子

112 入選 最古の国道 松田 勉與

113 入選 生命 松田 真理子

114 入選 出番待ち「キツネの嫁入り」 水野 生恵子

115 入選 中山の秋 道盛 倬男

116 入選 石積みの「生」（宝塚・武庫川） 宮本 範熈

119 入選 静物画 村本 満

120 入選 小池さんちのひまわり 森 昌子
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122 入選 窯焚き 安良 修

123 入選 Icon 薮 幸惠子

126 入選 深緑の渓流 山本 良彦

131 入選 相馬野馬追 米山 毅

132 入選 2020・秋 若松 幸子

133 入選 ＴＳＵＮＡＧＵ・２１ 渡部 和枝

134 入選 癒される 渡辺 由美

135 入選 仲良し 山上 好子

137 入選 享楽 住𠮷 満
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