




〓 洋 画 部 門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

此処 川崎　慶子 和歌山市
【優 秀 賞】

シンフォニー・記憶 前田　量子 海南市
わたしのVenezia Ⅱ 藤谷万里子 和歌山市
きみの声 岩崎　奈美 和歌山市
那智（天地人 '20-3） 楠瀬　伸和 海南市
IKIRA 吉田　卓史 田辺市

【佳　　作】

作品Ⅰ 山本喜代美 東牟婁郡那智勝浦町
街Ⅱ 無井由希子 和歌山市

ケルト神話より〔グリフォンⅠ〕 小原千冬子 和歌山市
Good luck!（Ⅰ） 中川　妙子 岩出市
ビタミンＣの風景Ｂ 吉田美紀子 和歌山市
ベニスのカーニバル（思い） 辻本紀公子 紀の川市
回想 出山　良子 橋本市
アジアからの願いⅠ 棗　多江子 有田市
バラ 佐藤　　円 和歌山市
サザン・オール・スターズ 蒲原　靖夫 御坊市

【入　　選】

希望のとき 大野ちづる 新宮市
巨木の行方Ⅰ 岡本　英嗣 和歌山市
正方形分散 川嶋　夏生 有田市
universe 小川　実空 田辺市
工場の一隅 (Ⅰ) 栗田　　悟 西牟婁郡上富田町
赤いトルソーと。。。 朝日　卓志 和歌山市
春の息吹 辻本　　渡 和歌山市
緑のどろ 下向　栄一 新宮市
大地赫赫Ⅰ 岡本　敏美 海南市
生命樹 野上久美代 橋本市
追憶 平内　嘉子 東牟婁郡那智勝浦町
蓮池 大倉　郁子 有田郡有田川町
収穫 米田　眞紀 伊都郡かつらぎ町
賑わいの街角 乾しょうこ 和歌山市
ハマボウの咲く頃 中　　宣忠 御坊市
初夏のきび畑 津本　千絵 御坊市
昼さがりの浜辺 岩田　邦男 和歌山市
手紙を抱いて Sada 和歌山市
静物Ｓ 山門　佳子 東牟婁郡那智勝浦町
希望 土井　康雄 紀の川市
卓上の静物 松本　芳子 和歌山市
2020 年の夏 桑原　近枝 奈良県五條市
共生 中東　照茂 和歌山市
舞 江戸　美鈴 和歌山市
雨上がり 坂口　良治 和歌山市
何だろうネ 多田　秀廣 紀の川市
休止符 福原　正敬 紀の川市
トルソーのある静物画 前坂　良子 伊都郡かつらぎ町
楽園 中本　礼子 和歌山市
風に吹かれて 岩崎　孝志 和歌山市
CHINESE 谷本　　凜 田辺市

作品名 作者名 住所

川 橋本　理希 日高郡みなべ町
星月夜 道上　恵美 和歌山市
隠国（熊野） 梅本眞佐子 西牟婁郡上富田町
曼荼羅 下　千枝子 田辺市
もうひとつの星 宮﨑　幸子 和歌山市
忘却の彼方 檜　ふじゑ 和歌山市
高野山町石道Ⅱ 寺田　宗功 橋本市
侵食されし希望 切本　優希 日高郡みなべ町
舞台へ 宮本　志穂 和歌山市
まなざし 稲田　ちり 日高郡みなべ町
薔薇来迎図 小川　ちづ 海南市
向こう側 野中　理沙 西牟婁郡白浜町
コロナパンデミック 圦本　稔子 和歌山市

〓 日本画部門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

たまゆら 清水　　薫 和歌山市
【優 秀 賞】

Aquarium 正木　佐和 和歌山市
【佳　　作】

春の訪れⅡ 田中　佳代 有田市
夏の訪れ 田中　辰代 橋本市
祈り 中村　　治 岩出市

【入　　選】

涼風 林　美智代 御坊市
新生 谷口　澄子 橋本市
涼 亀岡　俊和 伊都郡かつらぎ町
明日へ 加藤　叔子 和歌山市
花紡ぎと天職（Flower'sLagu) 西端　諭利 御坊市
静寂の門 髙松　武朗 岩出市
陽だまりの中で 岩田　美弥 大阪府高石市
立山から黒部へ 犬星　伸子 大阪府泉佐野市
窓辺 小野千寿子 日高郡日高川町
待つ 宮田　有子 和歌山市
龍宮淵 吉田　見枝 和歌山市

入賞・入選者一覧
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作品名 作者名 住所

〓 書　部　門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

李白詩二首 吉澤　義則 和歌山市
【優 秀 賞】

おのづから 佐藤　和子 和歌山市
舟すゑし 瀧本　典子 和歌山市
贈蘇味道 清長　光惺 日高郡日高川町

【佳　　作】

王融の詩 小西　翔紅 和歌山市
朱國祚の詩 吉村　芳碩 和歌山市
秋ふかき 石垣　智子 和歌山市
いにしへの 西本　幸子 和歌山市
隙もなく 中西　桃園 紀の川市
高適詩 山田　柊光 紀の川市

【入　　選】

葊信登舟有作 髙橋巨佐子 田辺市
江行 髙橋　清川 田辺市
ももちどり 久堀美香代 和歌山市
王昌齢詩 髙田　佳鳳 和歌山市
呉城感舊 北詰　益洲 新宮市
入朝の曲 平　　洋琇 田辺市
ふねとめし 的場　順子 和歌山市
高青邱詩 川﨑　大幹 岩出市
嗇神養和 中村　幸恵 大阪府阪南市
あしひきの 成見　真代 和歌山市
望山有懐故人 長原　葵香 和歌山市
春日獨酌二首其一 島　　彩苑 和歌山市
李白詩「烏棲曲」 上平　 翠 和歌山市
江津送劉光禄不及 喜多　桃香 新宮市
李白詩 浜松　東霞 和歌山市
春風の 奥山　愛子 和歌山市
趙執信詩二首 下村　真歌 海南市
王維詩二首 中道　純僊 新宮市
秋の田の 永井　智世 紀の川市
靜坐吟 北畠　瑞香 和歌山市
よろづ代の 大西　眞葉 有田市
蘇東坡詩 中前　花秀 岩出市
日出東南隅行 角谷　彩紅 和歌山市
杜牧詩 宮本　穂光 岩出市
心 木下　和美 和歌山市
杜甫詩 　　巳苑 紀の川市
山桜 濵本　芳洋 田辺市
狩り暮らし 松本　慶子 和歌山市
徳冨蘆花詩 山本　二蓬 田辺市
昌谷詩 奥村　香麗 和歌山市
黍稷非馨 井畑貴美子 和歌山市
思田園 阿瀬　美香 海南市
遙見 曲里　清楓 紀の川市
趙翼の詩二首 山口　珠鴇 和歌山市
飲酒其十四 前田　桃琴 和歌山市
査慎行の詩 坂本　悠苑 有田郡有田川町
顧図河詩 杉下　聖巖 海南市

作品名 作者名 住所

あまのした 友田　嶺花 大阪府阪南市

〓 写 真 部 門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

龍炎 宮下健太郎 海南市
【優 秀 賞】

荒天 笹本　教導 有田郡有田川町
瀧行 常田　　茂 海草郡紀美野町
カップル 常田八惠子 海草郡紀美野町

【佳　　作】

道すがら 谷口　幸永 伊都郡かつらぎ町
思い出の部屋 山口　敏幸 有田市
刻 上ノ山陽子 海南市
彩夢 森脇　節子 海南市
愛犬 森田　敏明 海草郡紀美野町
挑戦 木戸　逸子 和歌山市

【入　　選】

炎暑 中道　　望 海南市
漁港のスケッチ 平松　正大 有田郡有田川町
早春譜 大橋　寛治 有田郡湯浅町
黄昏 山本　一也 御坊市
寒行 宮﨑美智子 和歌山市
儀式 権出　毅一 海草郡紀美野町
秋のなごり 川幡　敏次 海南市
貌 糸川　達夫 海南市
対峙 石山トシ子 海南市
エサを求めて 石橋　洋一 和歌山市
天神崎の小石 稲田　明美 海南市
ファンタジィー 大谷　　明 海南市
未来都市 小池　秀和 和歌山市
裏通り 北山　道男 和歌山市
桜の苔 南口　敏彦 海南市
漁港残照 新家　益代 有田郡有田川町
炎夏 小畑　英三 和歌山市
歪む風景 辻　　雅司 和歌山市
楽園への歩み 坂口　　享 和歌山市
バザール 朝井　郁子 海南市
浜風 龍田　経子 和歌山市
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作品名 作者名 住所

〓 工 芸 部 門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

青の音 北垣　信江 日高郡日高町
【優 秀 賞】

祈安 後藤佳世子 和歌山市
夢 2020 岡本　正人 紀の川市

【佳　　作】

不動の滝 木下　誉國 和歌山市
黒釉流彩鉢 嶋本　博文 和歌山市
鴇色模様に包まれて 池田　光博 海南市
アレグロ 小川久仁子 有田郡湯浅町

【入　　選】

青い朝 若松　　操 有田市
雨のち虹のむこうに 岩峪喜美枝 橋本市
翔 大堀　由美 日高郡美浜町
芽ぐむ 阪口　敏子 御坊市
春の訪れ 日裏　幸代 日高郡印南町
脱出Ⅲ 髙井　良子 橋本市
梅形平脱紋乾漆皿 嶋本　弘子 和歌山市
象形文字文様花器 本原　靖康 西牟婁郡白浜町
真夏 大 美和子 和歌山市
幻想 原　　　明 和歌山市
個体 児玉　麻由 田辺市
黒釉鉢（夕月） 安里　　満 大阪府阪南市

〓 彫 塑 部 門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

大気集塵式環境整備飛翔船 日根　宏幸 和歌山市
【優 秀 賞】

future relic ～未来の遺物～ 栗山　潤也 日高郡みなべ町
【佳　　作】

ignition on 井戸　峡介 御坊市
【入　　選】

廃材の魚（アラ） 小南　重三 伊都郡高野町
慈愛 杉本　紘子 東牟婁郡串本町

〓 華 道 部 門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

楠石　佳代 和歌山市
【優 秀 賞】

藤井　豊節 岩出市
【佳　　作】

梶本　幸嗣 和歌山市
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　さまざまな傾向、油彩画・水彩画・鉛筆画もある中で、10 人の審査員は約 3 時間にわたり、熱心に議論を交えながら審査に励んだ。
県展はしばしば賞作家は同じ顔ぶれとなることがあるが、今年は清新な作品が交わったといえるのではないだろうか。
　絵は一点仕上げればそこで終止符である。今年の賞作家が、また次年度どんな作品を作って、見る人に感動を与えてくれる画面作り
をしてくれるのか楽しみである。自分は何故鉛筆を握って絵を描くのか、その原点を大切にして欲しい。

（越智　裕二郎／西宮市大谷記念美術館館長）

洋  画

　これでもかと主張する応募作品の中で、平凡な日常の生活空間をモチーフにしたこの作品は、非常に新鮮で美しい。
　シンプルなグレーの色合いと形でまとめた古くて新しい画面に非日常性を感じさせる不思議な魅力がある。作者の
習熟した描写力と共にその表現力も評価された。今後が楽しみだ。

（岡﨑　ゆみ子／洋画家）

最優秀賞

此処
川崎　慶子（和歌山市）
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優 秀 賞

シンフォニー・記憶
前田　量子（海南市）

きみの声
岩崎　奈美（和歌山市）
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わたしのVenezia Ⅱ
藤谷　万里子（和歌山市）

那智（天地人 '20-3）
楠瀬　伸和（海南市）
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佳　　作

作品Ⅰ
山本　喜代美（東牟婁郡那智勝浦町）

街Ⅱ
無井　由希子（和歌山市）

IKIRA
吉田　卓史（田辺市）
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ケルト神話より〔グリフォンⅠ〕
小原　千冬子（和歌山市）

ビタミンＣの風景Ｂ
吉田　美紀子（和歌山市）

Good luck!（Ⅰ）
中川　妙子（岩出市）

ベニスのカーニバル（思い）
辻本　紀公子（紀の川市）
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回想
出山　良子（橋本市）

バラ
佐藤　円（和歌山市）

アジアからの願いⅠ
棗　多江子（有田市）

サザン・オール・スターズ
蒲原　靖夫（御坊市）
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　今年の応募点数は 23 点、昨年より減少したということだが、コロナ禍により、戸外での写生などが難しかったのではと想像されるが、果敢に制作し応募さ
れた出品者に敬意を表したい。出品数が減ったとはいえ全体のレベルは高く、身の周りの対象から出発してそれを巧みに構成した、技術的にも高い作品が多
くみられた。展示点数の制約があり惜しくも選外となった作品もあったが、いずれも甲乙つけがたい力作であった。人物画では背景処理に独創的なものがあり、
風景や静物、花鳥の描写では、視点や構図に工夫が凝らされて独自の世界を表現しようとしたものが多かった。入賞作品についていえば、技術の高さに加え、
自分の表現したいもの、表現の狙いが明確に表れているものに評価が集まったように思われる。具象作品がほとんどであり、抽象や構成的な作品が僅かであっ
たことが少しばかり残念であった。描く対象は無限にあり、表現は自由であるから、この県展という場で新しい表現がどんどん試されることを期待する。

（飯尾　由貴子／兵庫県立美術館館長補佐・学芸員）

日本画

最優秀賞

　少女を通して幻想的な空間に誘い込まれ魅了される秀作である。背景の天文時計の色調を高め、逆に人物画である主の人
物の色のトーンを抑えている。それでいて、人物の存在感と強さを引き出すという作者の高度な技術がうかがえる。落ち着い
た色調の中に、少女の持つ一輪の赤いバラで、見る人の心の中に物語が生まれてくるような、味わい深い作品である。

（南口　みどり／日本画家）

たまゆら
清水　薫（和歌山市）
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優 秀 賞

佳　　作

Aquarium
正木　佐和（和歌山市）

春の訪れⅡ
田中　佳代（有田市）
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夏の訪れ
田中　辰代（橋本市）

祈り
中村　治（岩出市）
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　県展審査を終えて。本年度の応募点数は 75 点（漢
字 46・仮名 21・その他（調和体・篆刻）8）昨年の出
品点数二桁は直近では過去最低といわれていました
が、今年は新型コロナウィルスで更に出品点数が減
少、その中で厳正な審査が行われた。コロナ禍で精
神的なこともあってか、今までのような迫力が欠けて
いた様に思った。
　審査は「漢字」「仮名」「その他」の順で行われた。
審査員の挙手により、入選を決定。更に上位点数順
に並べ、投票で上位 4 点が決定。今年度は漢字・仮
名のバランスもよく、問題なく全員一致で上位は決
まった。又、今年は毎日系の作品もあったが、目に
止まらなかったようだ。でも陳列された作品群、同
じ書風ばかりでなく雰囲気の違った作品もあってい
いのではと思った。

（小林　琴水／毎日書道会評議員）

書
最優秀賞

　充実した線でインパクトのあるすばらしい出来栄えで
す。特に文字内の余白を生かしつつ硬い線、柔らかい
線を交差させ表情を対比させた手腕は練習の成果を感
じさせます。墨量の変化、構成の妙、全体の調和等バ
ランスよく表現された見事な作品です。

（小島　健堂／書道家）
李白詩二首

𠮷澤　義則（和歌山市）
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優 秀 賞

舟すゑし
瀧本　典子（和歌山市）

おのづから
佐藤　和子（和歌山市）
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佳　　作

贈蘇味道
清長　光惺（日高郡日高川町）

王融の詩
小西　翔紅（和歌山市）

朱國祚の詩
吉村　芳碩（和歌山市）

秋ふかき
石垣　智子（和歌山市）
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高適詩
山田　柊光（紀の川市）

いにしへの
西本　幸子（和歌山市）

隙もなく
中西　桃園（紀の川市）
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　今回の写真部門には 62 点の応募があり、事務局によると、やはりコロナ禍の影響のせいか例年より応募点数が減っているとのこと
であった。数が少ないからといって水準が低いわけではなく、バラエティに富んださまざまな作品が寄せられた。生活の中に主題を求
めたものやカメラの眼による造形性を追究したもの、ストレートな写真や映像に変化を加えたもの、あるいはじっくりと撮ったものや
スナップショット的なもの、そしてもちろんカラーもあればモノクロもあるなど、多彩な内容であった。各審査員による投票を重ねて少
しずつ候補を絞り込んでいき、選考結果としてはこのようになったが、大差がついて決まったというものでもなく、最優秀賞・優秀賞・
佳作のそれぞれに甲乙つけがたい持ち味が感じられ、見る側としても審査の過程で楽しませていただいたというところである。

（安田　篤生／奈良県立美術館学芸課長）

写  真

　最優秀賞に輝いた「龍炎」は、画面いっぱい赤い炎が躍動して、見る人の心を奪う。作者によれば、さる陶芸
家の「穴窯」の炎と「御燈祭り」の炎を融合させたフォト・コラージュ。「山は火の滝、下り龍」を彷彿とさせる御
燈祭りは、1400 余年の歴史を誇り、新宮市で行われる火の祭。大勢の「上り子」達がタイマツ片手に 538 もの石
段を一気に駆け下りる様は圧巻だ。この二つの炎を見事に昇華させた作者の卓越した手腕が光る傑作です。

（照井　四郎／写真家）

最優秀賞

龍炎
宮下　健太郎（海南市）
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優 秀 賞

荒天
笹本　教導（有田郡有田川町）

瀧行
常田　茂（海草郡紀美野町）
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佳　　作

カップル
常田　八惠子（海草郡紀美野町）

思い出の部屋
山口　敏幸（有田市）

道すがら
谷口　幸永（伊都郡かつらぎ町）
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刻
上ノ山　陽子（海南市）

愛犬
森田　敏明（海草郡紀美野町）

彩夢
森脇　節子（海南市）

挑戦
木戸　逸子（和歌山市）
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　何かと不自由なこのコロナ禍において、作り手たちはどのような姿勢で制作に取り組んだのか―。応募点数においては 33 名による 35 点と、昨年より僅かに
減ったものの、サイズ感、表現内容とも意欲的な作品が、今年は特に陶芸に顕著であった。最優秀賞を競った 3 点の内 2 点が陶芸であったことも、今回の陶芸
作品の勢いを象徴的に語る。また、最優秀賞と優秀賞の最終判断において、“ 完成度 ” を取るか、“ 伸びやかな可能性 ” を取るかで、後者をより重視するに至っ
たことも印象的であった。工芸においては仕上げの丁寧さ、ある水準以上の技術力が必須であると同時に、工芸の未来を感じさせるような創意や新鮮さが欠か
せない。最優秀賞受賞作は、器の構造に拠りながらも新鮮なフォルムと鮮やかなブルーで、世の中の閉塞感を打開する気分に満ちている。作者は 71 歳の女性。
これまでの制作上の経験を充分に生かすと同時に、自らの殻を破り、創意を問うその姿勢は、今回惜しくも選外となった作り手達にも示唆するものが大きいだろう。

（外舘　和子／多摩美術大学教授）

工  芸

最優秀賞

　大きく緩やかな波のリズムを感じさせ、釉薬は濃淡と流れ落ちそうなうねりのある動きを焼き付けている。器の内側を意識した口作りは、
奥行きと内部に深く沈む影を演出することで、より青いイメージを増幅させている。また表層を飾る模様の効果による釉薬のグラデーション
も、その器の秘めた内部を透かすかのような奥行きを感じさせる。陶芸・器の表現の可能性をさらに追求して頂きたい。

（井澤　正憲／陶芸家）

青の音
北垣　信江（日高郡日高町）
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優 秀 賞

夢 2020
岡本　正人（紀の川市）

祈安
後藤　佳世子（和歌山市）
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佳　　作

不動の滝
木下　誉國（和歌山市）

鴇色模様に包まれて
池田　光博（海南市）

黒釉流彩鉢
嶋本　博文（和歌山市）

アレグロ
小川　久仁子（有田郡湯浅町）
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　コロナ禍の影響か、例年より出品点数が少なかったが、全て一定の水準を満たしていたため 5 点とも入選とした。最優秀賞、優秀賞
については審査員の意見は一致し、佳作は見解が分かれたが、荒削りでもより若々しい作品を採ることとした。コロナの動向にもよる
が、次回以降はより多くの方に出品いただき、審査員が頭を悩ます程のバリエーションが見られることに期待したい。

（山本　淳夫／横尾忠則現代美術館館長補佐兼学芸課長）

彫  塑

最優秀賞

　色・型とも大変古いイメージを感じさせるものだが現代社会に於ける大気汚染の現状を激しく訴えている。
　細部に至るまで緊張感のある作品で制作者の真摯な態度と技術力の高さがうかがえる。今後も精進されて発表を
続けて下さい。

（松谷　靖夫／彫刻家）

大気集塵式環境整備飛翔船
日根　宏幸（和歌山市）
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佳　　作

優 秀 賞

future relic ～未来の遺物～
栗山　潤也（日高郡みなべ町）

ignition on
井戸　峡介（御坊市）
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　今回は、新型コロナウイルスの影響で出品者が例年より少なく残念でしたが、出品された作品からは、熱意が感じられました。造形
の作品は、作品をまとめる力は年月と共に身に付いて行きますが、今まで見たこともない新しい形を造ろうとする柔軟な意欲が大事で
す。また、お生花も伝統ある華道の重要な作品ですので、是非挑戦して頂きたいと思います。今後の斬新な作品と、多くの参加者に期
待します。

（宇田　土風／大阪府花道家協会副会長）

華  道

最優秀賞

　小枝の面白い曲線がある古木は、生命力があり存在感と力感がある。そこに色合いを考慮しながら随所に花材を
配している。全体のバランスをとっているスチールグラスが効果的で躍動感があり、また、より一層調和よく表情が
出るように仕上げている。重厚感あふれる見応えのある最優秀賞にふさわしい作品である。

（宮脇　尚子 ／華道家）

楠石　佳代（和歌山市）
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佳 　 作

優 秀 賞

藤井　豊節（岩出市）

梶本　幸嗣（和歌山市）
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作品名 作者名 住所
石仏のある夕陽 平田　勝男 新宮市
やがて来る予感（先が見えない）田中　龍子 和歌山市
神代歌譜 尾崎　　功 和歌山市
スタンド・バイ・ミー 山本　　実 和歌山市
ジャック 湯川　雅紀 海南市

　日本画部門
作品名 作者名 住所
厳冬　　　　　　　　  【審査員】 南口みどり 橋本市
ララバイ　　　　　　　  【審査員】 増田　淑子 和歌山市
子鹿　　　　　　　　　  【審査員】 ⻆野千佳子 和歌山市
夢の中のちくわ　　　　  【審査員】 鈴木　　薫 日高郡日高町
憂い 﨑山　誓子 和歌山市
旅の思い出 坂梨とき子 和歌山市
楽園 浦野　ゑみ 和歌山市
雑賀崎 吉田晃一郎 和歌山市
残照 近江友紀子 橋本市
心寧 高橋　佳子 橋本市
清秋 髙幣　佳代 北海道札幌市
一隅の景 藤井　秀子 大阪府泉南郡熊取町
遥かなる 宮嵜　朋子 和歌山市

　書　部　門
作品名 作者名 住所
親の心  　   　 　　　　【審査員】 小林　明香 和歌山市
娑羅樹 　   　 　　　　【審査員】 小澤　清湖 和歌山市
七言対句 　   　 　　　　【審査員】 小島　健堂 和歌山市
百折不  　   　 　　　　【審査員】 池永　碧濤 兵庫県西宮市
いつの間に 　   　 　　　　【審査員】 名手　朱舟 和歌山市
白楽天詩 　   　 　　　　【審査員】 谷口　和光 紀の川市
梅の花 　   　 　　　　【審査員】 舟尾　圭碩 海南市

祁の句 　   　 　　　　【審査員】 安原　石楠 御坊市
こころとは 南　　雅仙 紀の川市
五言一句 山本　清雲 和歌山市
雪光美空 小西　泰鳳 海南市
すみぞめ桜 中原　朱穂 兵庫県西宮市
白雪 上田　大愚 和歌山市
松 田端　弓子 和歌山市
柳宗元詩 渡辺　李光 和歌山市
谷静惟松響 瀬藤　翠琴 岩出市
吾亦紅 髙橋　佳子 和歌山市
唐詩 中村　東光 和歌山市
あしひきの 佐藤　祥琴 和歌山市
五字句 堂本　雅人 橋本市
情熱大陸 山口　熊野 和歌山市
高楼 川瀬　玲舟 和歌山市
梅の花 浅井　香園 和歌山市
雅人深致 福田　順香 新宮市
今年より 池田理恵子 和歌山市
斯波園女の句 　　紅邑 和歌山市
菜根譚 遠藤　美園 和歌山市
風来筆硯香 辻　　嶂紅 大阪府堺市
桃李成蹊 細畠　静峰 和歌山市
過舊送別處 出口　抱琴 和歌山市
新生 戸村　舟里 和歌山市
延寿萬歳 髙木　久琴 和歌山市
みづくきの 松倉　映舟 和歌山市
いろはに 角谷　真寿 和歌山市
七言 中家　光苑 和歌山市
みはのやま 拔井　恵舟 紀の川市
さしのぼる 柳川　朱萌 海南市
七言二句 石井　里梅 有田市
亂離何處見 岩橋　瑞花 和歌山市
若山牧水の歌 靜　　一華 和歌山市
詠雪 吉村　祥雲 和歌山市
倪瓉 上野　花園 和歌山市
あひみての 上野　朱煌 和歌山市
臨居延後漢簡 田村　　剛 和歌山市
朝日いま 大西　光舟 和歌山市

　洋 画 部 門
作品名 作者名 住所
空　　　　　　　　     　  【審査員】 中村　恵伍 和歌山市
いのり　　　　　　　　  【審査員】 鈴木　源二 橋本市
萌々那　　　　　　　　  【審査員】 松山　敏彦 伊都郡かつらぎ町
思い出になる日　　　　  【審査員】 土井　久幸 和歌山市
ZEKUE　　　　　　　　  【審査員】 太田　俊伸 新宮市
提示- 2020　　　　　　  【審査員】 岡﨑ゆみこ 和歌山市
貝の詩：進化　　　　　  【審査員】坂口　卓平 海南市
明日へ・・・　　　　　  【審査員】 益山　　恵 田辺市
共生 21”パブリカ　　　　  【審査員】 中前　光雄 伊都郡かつらぎ町
遠い記憶 清水　雅昭 東牟婁郡太地町
Porte-bonheurjaponais（NACHI）三隅　俊昭 東牟婁郡那智勝浦町
母子 面矢　元子 橋本市
コロナを封じる 小川　昭造 西牟婁郡白浜町
想花 前田　充代 伊都郡かつらぎ町
水を張る 橘　　謙一 有田郡有田川町
花菖蒲 中尾　久代 海南市
VISION 田中　淳子 和歌山市
Eternal 井澤佳代子 海草郡紀美野町
御知らせ 山崎都基子 和歌山市
コスモスとマネキン 濱田千代子 三重県南牟婁郡紀宝町
コットン・フラワー 前地　洋美 三重県南牟婁郡紀宝町
大津（琵琶湖）の空 出口　由孝 御坊市
道標 出口久仁子 御坊市
熊野古道中辺路の春 野﨑　　廣 和歌山市
深海 安田　澄栄 橋本市
唇はシャインレッド 奥岩　昱子 和歌山市
flutter 岩本　　芳 和歌山市
蜜色の森 出口　十糸 海南市
Monna 村下　良子 和歌山市
踊る人々 奥川　祐子 新宮市
FANTASIA きわたすみこ 和歌山市
秋景 山根　卿嘉 岩出市
WORK'20-6 阪本　　聡 御坊市
記録R2 松谷　弘子 紀の川市
あなたのために　わたしのために 池田　章子 和歌山市
風の音 明渡　和子 和歌山市
館 中森　順一 和歌山市
遊 谷澤佐規子 和歌山市
早春の木曽路 宮本　偉敏 日高郡日高町
アンテーチョーク（西洋アザミ）北澤　恭子 橋本市
しらさき彩岩 上ノ山博也 海南市
凜華 辻　　勝己 和歌山市
初秋 片畑　順子 海南市
漁網のある港 土井　敏弘 和歌山市
刻の地 松尾摩利子 大阪府泉南郡岬町
フラワーガーデン 増田　清子 和歌山市
増殖する魂 三阪　篤子 和歌山市
作品- 74 徂徠　嘉子 海南市
流・想・蒼 '20-9 中西　周代 紀の川市
祈 岩峪　賢次 田辺市
格子と朱 栗栖　秋翁 田辺市
時の果て 島田　博雄 和歌山市
窓辺の静物 森岡やす子 和歌山市
朋 2020-A 稲垣　紀子 和歌山市
渓谷 松間　　弘 和歌山市
山家 荻野　照邦 和歌山市
岩岳（長野） 増田　綱紀 東牟婁郡太地町
KASAGO-2020 堀　　憲子 和歌山市
トラ・トラ 北浦　弘之 海南市
作品「Ⅰ」 福島志津子 東牟婁郡串本町
飛翔 浦木　　優 橋本市
Pierrot・world 立本みさほ 和歌山市
舟屋（伊根） 阪本　由捷 御坊市
ある風景 貴志　紘美 和歌山市
刻- 次へ 宗　　佐代 海南市
ヒマラヤンブルー 松岡　里美 紀の川市
瑠奈 中野　和夫 和歌山市
瞑想 田原　映子 海南市

“招待作家部門”  出品リスト
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作品名 作者名 住所

　華 道 部 門
作品名 作者名 住所
　　　　　　　　　　　 【審査員】 宮脇　尚子 和歌山市
　　　　　　　　　　　 【審査員】 福永八千代 和歌山市

坂口　明子 岩出市
岡﨑　玉峰 和歌山市
田村由佳子 和歌山市
橋本　順雲 御坊市
平田　喜甫 和歌山市
湯川　豊章 和歌山市
藤本　豊香 和歌山市

作品名 作者名 住所
残り香（自詠） 三嶋　昭苑 紀の川市
金槐和歌集　山風の・・・ 岸畑由喜子 和歌山市
世事雲千変 志茂　珠香 和歌山市
我こころ 吉本　蒼琴 和歌山市
錢樟詩 岩本　茱光 紀の川市
千々の春 柳　　藤苑 海南市
春すぎて 土肥　恵子 和歌山市
うめの花 濱口　朱草 和歌山市
風光𩜙此樹 赤坂　松琴 和歌山市
春夜 小谷　冬華 紀の川市
とりどりに 森本　松翆 橋本市
清・袁枚の詩 中井　澄苑 紀の川市

　写 真 部 門
作品名 作者名 住所
2020・1・17　　　　　　　　【審査員】 照井　四郎 有田市
子どもがいない夏　　　【審査員】 山中　健次 伊都郡かつらぎ町
奇岩　　　　　　　　　　【審査員】 神田真奈美 海南市
水くらげ　　　　　　　【審査員】 花畑　重靖 海南市
マドモアゼル 武津　孝雄 和歌山市
町角 大浦　美保 和歌山市
昼下がり 伊藤　彰英 有田市
道 青木　義雄 有田川町

昼下り 原田　哲男 和歌山市
火渡り 松岡　博之 紀の川市
夕景 栁岡　正澄 御坊市
光に向かって 田中　和已 海南市
港 川口理一郎 和歌山市

渚 川口　享子 海南市
在りし日の景 坂田　　稔 和歌山市

　工 芸 部 門
作品名 作者名 住所
藁灰釉壺　　　　　　　【審査員】 西村　修次 日高郡みなべ町
王国への旅　　　　　　【審査員】 井澤　正憲 海草郡紀美野町
森へ行こう　　　　　　【審査員】 田中　紀子 日高郡みなべ町
那智黒鱗波紋水指　　　【審査員】 寒川　栖豊 西牟婁郡白浜町
游　　　　　　　　　　【審査員】 田中利恵子 有田市
双魚　　　　　　　　　【審査員】 山田　健二 海南市
息吹 光成トミ子 岩出市
飛翔 塩﨑　　梓 和歌山市
Birth 井澤　幸子 海草郡紀美野町
長月 生賀　忠好 有田郡有田川町
土灰釉纏文皿 宮内　　昇 大阪府貝塚市
春 南　　純子 西牟婁郡白浜町
宙の華 蓮尾　幸子 橋本市
モノリスⅡ 森口　剛次 日高郡日高川町

　彫 塑 部 門
作品名 作者名 住所
胎動　　　　　　　 【審査員】 岡本　勝利 有田郡広川町
残された部屋　　　 　      【審査員】 松谷　靖夫 紀の川市
明ける 山本（西村）美智子 和歌山市
Genesis 大木　譲司 日高郡みなべ町
Kanon- 光陰 橋本　和明 有田郡湯浅町
時を越えて 山根　淳史 西牟婁郡上富田町

日本藝術院会員 特別出品　清水　達三　京舞妓
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主催：和歌山県
共催：和歌山県教育委員会・和歌山県立近代美術館
 和歌山県美術家協会・毎日新聞社和歌山支局
 一般財団法人 和歌山県文化振興財団
 橋本市・新宮市・上富田町
協賛：公益財団法人 大桑教育文化振興財団　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （順不同）

出品点数 応募者数入賞・入選点数 最優秀賞 優 秀 賞 佳　　作 入　　選
洋　画 60 1 5 10 44 110 82
日本画 16 1 1 3 11 23 22

書 48 1 3 6 38 75 75
写　真 31 1 3 6 21 62 52
工　芸 19 1 2 4 12 35 33
彫　塑 5 1 1 1 2 5 5
華　道 3 1 1 1 3 3
合　計 182 7 16 31 128 313 272

洋画
太田　俊伸（洋画家） 岡﨑ゆみこ（洋画家） 坂口　卓平（洋画家）
鈴木　源二（洋画家） 土井　久幸（洋画家） 中前　光雄（洋画家）
中村　恵伍（洋画家） 益山　　恵（洋画家） 松山　敏彦（洋画家）
越智裕二郎（西宮市大谷記念美術館　館長）

書
安原　石楠（書家） 小澤　清湖（書家） 小島　健堂（書家）
谷口　和光（書家） 池永　碧濤（書家） 名手　朱舟（書家）
舟尾　圭碩（書家） 小林　明香（書家） 小林　琴水（毎日書道会評議員）

工芸
井澤　正憲（陶芸家） 寒川　栖豊（陶芸家） 田中　紀子（染織家）
田中利恵子（染織家） 西村　修次（陶芸家） 山田　健二（漆芸家）
外舘　和子（多摩美術大学　教授）

日本画
⻆野千佳子（日本画家） 鈴木　　薫（日本画家） 増田　淑子（日本画家）
南口みどり（日本画家） 飯尾由貴子（兵庫県立美術館　館長補佐学芸員）

写真
神田真奈美（写真家） 照井　四郎（写真家） 花畑　重靖（写真家）
山中　健次（写真家） 安田　篤生（奈良県立美術館　学芸課長）

華道
福永八千代（華道家） 宮脇　尚子（華道家） 宇田　土風（大阪府花道家協会　副会長）

彫塑
岡本　勝利（彫刻家） 松谷　靖夫（彫刻家） 山本　淳夫（横尾忠則現代美術館　館長補佐兼学芸課長）

審 査 員
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