
洋画(具象)部門

結果 作品名 氏名

56 市展賞 202Z 小谷　孝子

70 優秀賞 青い家 髙須　栄一

110 優秀賞 始源児 前橋　誠士

8 鉄斎美術館賞 風に揺れて 家氏　千夜

23 奨励賞 花こうもり 浦辺　民子

30 奨励賞 スイレン 岡山　英二

4 佳作 コペンハーゲン 芦田　弘

17 佳作 unstoppable 2.0 今井　智之

32 佳作 WORLD 荻野　敦子

46 佳作 ベル　エポック 川村　龍平

66 佳作 ゆらぐ 柴田　敦子

77 佳作 ピエロ 田中　有作

85 佳作 解放 長岡　敏夫

92 佳作 ながーい話合い 西山　幸子

111 佳作 夏から秋に咲く草花 桝本　絹枝

119 佳作 ニューヨーク・ニューヨーク 宮本　範煕

133 佳作 稲こき 中島　豊博

1 入選 めぐり逢いの不思議（1961.朝靄の草千里
で）

秋山　英彦
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2 入選 快走・サイクラーズ 芦川　多美子

3 入選 かげふみ 芦川　裕

5 入選 秋の山路を往く 天野　征子

6 入選 アルマジロに睨まれたナマケモノの私 荒木　恒和

7 入選 夏盛 荒木　敏子

9 入選 函館風景 池田　英也

11 入選 松の森獣 石宮　千佐登

12 入選 或る日或る時 伊勢　繁治

13 入選 汽車は銀河へ 乗り物イラストレーター 井上広大

14 入選 安らぎのひと時 井上　美鈴

15 入選 SARLAT 井上　美知子

18 入選 水源のある瑞泉門と聳える石灰岩城壁 今西　信之

19 入選 雪山ラムサウの教会 岩﨑　勝子

20 入選 空 岩崎　順子

21 入選 木 植松　やよい

24 入選 パルスオキシメーター 遠田　悦子

25 入選 そば処 大木　豊

26 入選 ジャズライブの夜 Hide

27 入選 good morning! 大谷　佐枝子
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28 入選 夏のお散歩 大原　眞一

29 入選 磐梯山と毘沙門沼 岡　文男　

31 入選 春の安曇野 小川　恵子

33 入選 80歳の春爛漫 奥西　敦子

34 入選 かわたれどき 奥村　誠

35 入選 白い家（川面地区） 柿本　昇一

36 入選 The Firebird 笠松　定一

37 入選 野のはなー22 片山　千枝子

38 入選 或る冬の日 門脇　基洋

39 入選 水俣川（熊本県水俣市） 萱島　弘子

40 入選 土産物屋にて 河合　和彦

42 入選 一願地蔵尊 川島　實

43 入選 メルヘンチックな森 川田　治義

44 入選 ひまわり 川東　繁

45 入選 森の使者 川村　富佐子

47 入選 フランス・ゼラニウムの町 菊池　惇一

48 入選 マテーラ・洞窟の街（南イタリア） 北中　良輝

49 入選 豊穣の秋 北村　元隆

50 入選 花道 木寅　勉
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51 入選 風化 日下部　恵子

53 入選 台所の宝石 黒田　暢子

54 入選 慕情 河野　満

55 入選 食卓の風景 越野　まゆみ

58 入選 光の時 齊木　久代

59 入選 海峡を航く 斉藤　忠臣

61 入選 「記憶の統合」 藤田　みゆき

62 入選 大阪梅田行特急 阪本　忠之

63 入選 彼方の庭ー四季・春ー 塩賀　史子

64 入選 ウミヒドラに住まうスミゾメミノウミウシ 石橋　萌

65 入選 道 芝　司信

67 入選 駆ける 鈴木　敦史

68 入選 湖北の春 鈴木　章三

69 入選 負けないで！ 住本　輝代

71 入選 Feel your pulse 高橋　理紗子

72 入選 YOUR ROOM 高橋　玲子

73 入選 浅草寺お参り風景 竹田　稔

74 入選 永訣の黄昏時 武次　顕人

75 入選 錦秋の中山寺 武次　政子
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76 入選 雨 田中　綱基

78 入選 コスモスの咲く頃 棚原　昌男

79 入選 この子だぁーれ? 谷本　萬亀雄

80 入選 KOMOREBI 田村　忍

82 入選 真夏の少年 辻川　裕子

83 入選 また行きたいなあ～ 百々　眞二郎

90 入選 街のピザ屋 那須　久悦

91 入選 スケッチする女性 蒼井　そら

93 入選 待ち合わせ 二宮　潔子

94 入選 大阪北港にて 野田　勝人

95 入選 平和へのおたけび 野田　研介

96 入選 余吾の春 野々村　晃

97 入選 白馬三山 野村　仁丸

98 入選 船着場 橋本　純子

99 入選 ファミリー 秦　登志夫

100 入選 帽子の女性 畑谷　正憲

101 入選 ゴンドラ３部作その３ 日笠　貢

102 入選 青時雨 平塚　保則

103 入選 ノスタルジア Portugal 平野　静子
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104 入選 雪の御岳山 福田　隆

105 入選 "祈" 平和 福家　千津子

106 入選 思い出の風景 藤田　安臣

107 入選 動きだす夏の一日 藤原　良輔

108 入選 「対岸の山火事・夜」 本城　晴子

112 入選 TSURUHASHI Part2 松井　靖

113 入選 伊勢のねこ 松田　勉與

114 入選 １６歳　奏で 松田　真理子

116 入選 癒し しゃうら

117 入選 祭り「キツネの嫁入り」 水野　生恵子

118 入選 刻 本宮氷

120 入選 あじさい 宗清　美惠子

122 入選 まなざし 安福　佳代

124 入選 収穫の喜び 山上　好子

126 入選 桜に乾杯（大坂城） 山中　秀夫

127 入選 静寂な参道 山本　良彦

130 入選 信州旅の景色 若松　幸子
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