




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

【最優秀賞】

那智（天地人 5） 楠瀬　伸和 海南市
【優 秀 賞】

街Ⅰ 無井由希子 和歌山市
Love Me Ⅰ 三阪　篤子 和歌山市
深-Perist 堀　　憲子 和歌山市
Vision 田中　淳子 和歌山市
ビタミンＣの風景（Ⅱ） 吉田美紀子 和歌山市

【佳　　作】

六角形のコンポジション 川嶋　夏生 有田市

ケルト神話より〔グリフォンⅠ〕 小原千冬子 和歌山市
饗宴 辻本紀公子 紀の川市
Pierrot・World 立本みさほ 和歌山市
封じられた叫びⅠ 島田　博雄 和歌山市
しらさき彩岩Ⅱ 上ノ山博也 海南市
バラ 2 佐藤　　円 和歌山市
表現者 出山　良子 橋本市
Rainy 岩崎　孝志 和歌山市
アジアからの願い Ⅰ 棗　多江子 有田市

【入　　選】

回想（S） 中西　信行 御坊市
閑寂 近藤　瑞穂 田辺市
深淵から宇宙へ 近藤豊美子 田辺市
フェイス 藤本　深恵 東牟婁郡太地町
あの刻… 大野ちづる 新宮市
作品Ⅱ 山本喜代美 東牟婁郡那智勝浦町
私の散歩道 圦本　　Ai 和歌山市
瀞御岩 下向　栄一 新宮市
シンフォニー・息吹 前田　量子 海南市
満載 山田　康廣 和歌山市
わたしのVenezia Ⅰ 藤谷万里子 和歌山市
陸の生活 Ⅱ 日下　稔之 大阪府泉南市
静かな映り込み 稲谷　秀樹 岩出市
出漁の刻 福原　正敬 紀の川市
参道Ⅱ 川崎　　元 紀の川市
楽園 中本　礼子 和歌山市
令和元年 山門　佳子 東牟婁郡那智勝浦町
俺は怒った！ 重石　景子 田辺市
卓上の静物 松本　芳子 和歌山市
早春 中　　宣忠 御坊市
円月島 大和　武雄 西牟婁郡白浜町
ひらいてとじる 19-2 南　　洋平 和歌山市
創造の中Ⅱ 辻　　　環 橋本市
2019 wing 木下　弘子 日高郡みなべ町
共生 中東　照茂 和歌山市
今、生きるために舞う 野上久美代 橋本市
if·····why 蒲原　靖夫 御坊市
遊 2019 -Ⅱ 木村　三貴 和歌山市
私の玉葱 土井　康雄 紀の川市
City 梅本　純子 和歌山市
雨上がり 坂口　良治 和歌山市

作品名 作者名 住所

古 前　　敏夫 御坊市
あじさいの詩 江戸　美鈴 和歌山市
光の詩 米倉くに子 和歌山市
収穫始まる 辻本　　渡 和歌山市
ROBOT（Ⅱ） 中川　妙子 岩出市
想い 古谷　　登 日高郡みなべ町
2019 年の夏（Ⅱ） 桑原　近枝 奈良県五條市
隠国（2019） 梅本眞佐子 西牟婁郡上富田町
遊 大山江美子 和歌山市
忘却の彼方 檜　ふじゑ 和歌山市
晩秋 高野山町石道 寺田　宗功 橋本市
仲間意識 髙木陽那乃 和歌山市
PM3：02 南　　里奈 和歌山市

ミシン、カタカタ・・・（できるかな、ワンピース） 阪田　文代 紀の川市
粛然 佐古愛里沙 田辺市
一閃 稲田　ちり 日高郡みなべ町
Chinese 谷本　　凜 田辺市
3回目 和佐　　光 田辺市
陶酔 綿野　淳子 海南市
夏色（じゃんじゃん横丁） 乾しょうこ 和歌山市
girls 堀田いつ子 和歌山市

〓 日本画部門 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
作品名 作者名 住所

【最優秀賞】

未来へ 加藤　叔子 和歌山市
【優 秀 賞】

雨あがりの小路 正木　佐和 和歌山市
【佳　　作】

雪の高野山 髙松　武朗 岩出市
息吹 安藤貴久子 和歌山市
思惟 谷口　澄子 橋本市

【入　　選】

舞妓 赤田　友美 有田郡湯浅町
春の訪れ 田中　佳代 有田市
蘭に包まれて 大橋みどり 海南市
神々の宿る滝 吉田　見枝 和歌山市
想い 中村　　治 岩出市
夏草の道 小野千寿子 日高郡日高川町
戯れる 亀岡　俊和 伊都郡かつらぎ町
春陽 宮田　有子 和歌山市
福寿海無量 西端　諭利 御坊市
departure 橋本　厚洋 御坊市
舞妓 岩田　美弥 大阪府高石市
夕焼け 鈴木　清子 日高郡日高町
磯 宮本　　勇 日高郡日高川町

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】

龍神温泉 髙橋　清川 田辺市
【優 秀 賞】

紀の萬葉 野呂　慧水 和歌山市
秋のいろを 永井　智世 紀の川市
秋山懐友 北畠　瑞香 和歌山市

【佳　　作】

李白の詩二首 千田　清陽 海草郡紀美野町
宿瑩公禪房聞梵 喜多　桃香 新宮市
木下延秀のうた 池辺　泛舟 田辺市
酬張少府 志茂　珠香 和歌山市
泛水の曲 玉井　紅淳 和歌山市
帰り道 木下　和美 和歌山市

【入　　選】

涼州の詩 中川　東坡 神奈川県横浜市
龍神温泉に遊ぶ 髙橋巨佐子 田辺市
岑參詩 山田　柊光 紀の川市
高青邱詩 川﨑　大幹 岩出市
王漁洋の詩 小西　翔紅 和歌山市
つねよりも 成見　真代 和歌山市
題雪浦人 須崎　真那 新宮市
張南史詩 髙田　佳鳳 和歌山市
たちかはる 中地　睦華 和歌山市
野老 北詰　益洲 新宮市
寒食 清長　光惺 日高郡日高川町
やへむぐら 西本　幸子 和歌山市
山川の 久堀美香代 和歌山市
陶淵明の詩 吉村　芳碩 和歌山市
みなそこに 的場　順子 和歌山市
李白の詩 中道　純僊 新宮市
出門 長原　葵香 和歌山市
春日懷諸親舊 藤原　　理 和歌山市
年くれぬ 友田　嶺花 大阪府阪南市
露はらふ 奥山　愛子 和歌山市
陶淵明詩 　　巳苑 紀の川市
けふのみと 佐藤　和子 和歌山市
西江月 奥村　香麗 和歌山市
烏棲曲 中前　花秀 岩出市
萩原朔太郎詩 山本　二蓬 田辺市
山家集 濵本　芳洋 田辺市
霜まよふ 古川　敏美 和歌山市
消夏閑無事 井畑貴美子 和歌山市
秋の野を 吉田きみ子 和歌山市
木の万もる 石垣　智子 和歌山市
北樓 前田　桃琴 和歌山市
愛堂先生詩北海道遊草二首 塩谷　聴泉 西牟婁郡すさみ町
石召詩 髙橋　紀花 和歌山市
雑詩 阿瀬　美香 海南市

池の面に影をさやかにうつしても 大西　眞葉 有田市
査愼行詩 杉下　聖巖 海南市
ふぢばかま 瀧本　典子 和歌山市

作品名 作者名 住所

としくれぬ 榎　　丹風 伊都郡かつらぎ町
雨霽自光福至玄墓 広橋　香住 和歌山市
萬福雲 中村　幸恵 大阪府阪南市
朝雲 寳門　光緑 西牟婁郡すさみ町
あまたの花 本田　三紀 和歌山市
韓愈 詩 上平　 翠 和歌山市

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

【最優秀賞】

築地日記 青木　義雄 有田郡有田川町
【優 秀 賞】

朝光 小椋　孝一 海草郡紀美野町
村のたより 川口　享子 海南市
彩舞 宮下健太郎 海南市

【佳　　作】

南よりの風 谷口　幸永 伊都郡かつらぎ町
タイムトンネル 南口　敏彦 海南市
岩絵 大谷　　明 海南市
波と少年 山本　百世 和歌山市
願掛 竹田　理絵 和歌山市
北防波堤ドーム 鍋嶋　良一 和歌山市

【入　　選】

クライマックス 常田　　茂 海草郡紀美野町
早春譜 大橋　寛治 有田郡湯浅町
痕跡 山口　敏幸 有田市
空海 権出　毅一 海草郡紀美野町
夏まつり 中道　　望 海南市
競炎 中西　咲美 海草郡紀美野町
影 上ノ山陽子 海南市
道すがら 平松　正大 有田郡有田川町
こども達 二河　妙子 東牟婁郡那智勝浦町
木魂 土谷かず代 海南市
てまりとかげ 森脇　節子 海南市
路地 武 　邦夫 和歌山市
宇宙怪獣襲来 森西　淳起 海南市
視線 森田　敏明 海草郡紀美野町
いそぎんちゃく 土谷　さよ 海南市
構成 橋本　晴行 海南市
村の顔 北山　道男 和歌山市
つれもていこら 中家　英夫 田辺市
震災 8年半（東日本） 龍田　経子 和歌山市
怪魚 稲田　明美 海南市
かけっこ 常田八惠子 海草郡紀美野町
石 石山トシ子 海南市
静寂 糸川　達夫 海南市
寒行 小畑　光弘 和歌山市
荷造り 木戸　逸子 和歌山市
村の印象 笹本　教導 有田郡有田川町
誘う 上野山富三 海南市
投影 石橋　洋一 和歌山市
伝統の朱 小畑　英三 和歌山市
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作品名 作者名 住所

冬の浜辺 野上　　博 和歌山市
窓辺 伊藤　　悟 和歌山市
Wアーチ 朝井　郁子 海南市
塩集積 北野　欣信 伊都郡かつらぎ町
沈下橋 宮﨑美智子 和歌山市
タイムトンネル 小池　秀和 和歌山市
未来 西嶋　誠造 和歌山市
虚無僧と少女 斎藤　　隆 岩出市

お母さんはもうすぐ来るからね 坂口　　享 和歌山市
「芦辺橋」日付かわれば 辻　　雅司 和歌山市
阪堺沿線 橋本　真澄 和歌山市

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

【最優秀賞】

冬の華 後藤佳世子 和歌山市
【優 秀 賞】

いにしえより 礒田　好子 東牟婁郡古座川町
碧の時代 池田　光博 海南市

【佳　　作】

Sword 宮内　　昇 大阪府貝塚市
緩昇螺線世 寒川　　朗 西牟婁郡白浜町
乾漆オブジェ　円の表情 嶋本　弘子 和歌山市
ミズノカタチ 吉田　絵美 岩出市

【入　　選】

花火 西岡　眞規 和歌山市
芽吹き 梅野　京子 有田郡湯浅町
周流 阪口　敏子 御坊市
白泥魚文扁壺 尾越加代子 大阪府泉南郡熊取町
希望 北垣　信江 日高郡日高町
無限の世界 中津　靖子 大阪府泉南郡岬町
闇からの光 田中　淳子 和歌山市
脱出 髙井　良子 橋本市
青銅釉花器 西岡伊津子 大阪府阪南市
泡 原　　　明 和歌山市
黒釉線条紋鉢 嶋本　博文 和歌山市
薄板行燈 田中　貴賀 岩出市
カノン 小川久仁子 有田郡湯浅町

作品名 作者名 住所

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

【最優秀賞】

Invisible  horizon 田村　　元 和歌山市
【優 秀 賞】

大気浄化調査飛翔船 日根　宏幸 和歌山市
坐る母娘 弓塲　祥世 田辺市

【佳　　作】

卍 芝田　源治 田辺市
a hole-2 海野　愛理 西牟婁郡上富田町
ライジングⅡ 湯川佳応理 日高郡印南町

【入　　選】

杉の丸太で鬼カマス 小南　重三 伊都郡高野町
ペンギン 大西美和子 和歌山市

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

【最優秀賞】

藤井　豊節 岩出市
【優 秀 賞】

湯川　　章 和歌山市
【佳　　作】

沼田　一代 伊都郡かつらぎ町
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　昨年度に引き続いて審査させていただいたが、昨年同様に少なくとも入選作のほとんどは作者が独自のスタイルを作り出そうとしている
のがよく分かり、その努力には大いに敬意を表したい。ただ、イメージとして鮮烈なものが少なかったように見受けた。場合によっては、
そのスタイルが、逆に鮮烈さを抑制させている場合もあったかもしれない。満場一致の入選作がわずかで、入賞作の審査でも票が散らばっ
たのは、上記のことが結果として現れたのではないだろうか。絵がいままさに生まれてきたような新鮮な作品を求めたい。
　2 作品出品者にお願いしたいのは、両方が似たり寄ったりの作品を出さないことである。確かに２作品出品により審査で印象を強くしよ
うとしたいのだろうが、本来の趣旨に立ち返って、異なるスタイルでできるかぎり冒険していただきたい。

（出原　均／兵庫県立美術館学芸員）

洋  画

　赤い人体と白い下地のコントラストにメタリックな質感の雲のようなフォルムと青色と黄色の円のフォルムが絡み
あって不思議な雰囲気を醸し出している静謐な作品である。
　画面と対峙すれば、那智の風の音、水の音が聴こえてくるかもしれない…。

（三隅　俊昭／洋画家）

最優秀賞

那智（天地人 5）
楠瀬　伸和（海南市）
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優 秀 賞

街Ⅰ
無井　由希子（和歌山市）

Love Me Ⅰ
三阪　篤子（和歌山市）
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深–Perist
堀　憲子（和歌山市）

Vision
田中　淳子（和歌山市）
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佳　　作

六角形のコンポジション
川嶋　夏生（有田市）

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（Ⅱ）
吉田　美紀子（和歌山市）
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饗宴
辻本　紀公子（紀の川市）

封じられた叫びⅠ
島田　博雄（和歌山市）

Pierrot・World
立本　みさほ（和歌山市）

しらさき彩岩Ⅱ
上ノ山　博也（海南市）
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バラ 2
佐藤　円（和歌山市）

Rainy
岩崎　孝志（和歌山市）

表現者
出山　良子（橋本市）

アジアからの願い Ⅰ
棗　多江子（有田市）
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　応募点数は 27 点、昨年よりやや減ったということだが、風景画、人物画を中心に力作揃いであった。風景画には、当地の豊かな自然を対象
にしたものが多くあり、とりわけ海や河川、滝など水辺の景観における水の表現にそれぞれ工夫がみられたことが印象的であった。人物画には
舞妓や、戸外に佇む女性を描いたものが多く、日本画独特の鮮やかな色彩を生かし丁寧に描写されており好感をもった。入選作 18 点は、風景
であれ人物であれ、しっかりと対象を見つめそこから湧き出る生命力や息吹、空気感が伝わってくるものであった。惜しくも選考を見送った作品
も少なからずあったことを記しておきたい。静物や動物を描いたものが少なく、全体として技術的に高い作品が多かったが、比較的穏当な表現
が主流を占めていたので、今後の展望としては日本画という既成概念にとらわれず多様な対象、自由な表現にチャレンジしていただきたいと思う。

（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

　今までにないポーズに作者のセンスを感じる。特に足の写生は難しいが、努力のあとがみられ、画面に流れと動き
がある。
　又、岩絵具を何度もぬり重ねる事で、色の統一感とやわらかさが上手く表現されている。
　若い男性の内面的な魅力までも伝わってくる、さわやかな作品に仕上がっている。

（鈴木　薫／日本画家）

未来へ
加藤　叔子（和歌山市）
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優 秀 賞

佳　　作

雨あがりの小路
正木　佐和（和歌山市）

雪の高野山
髙松　武朗（岩出市）
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息吹
安藤　貴久子（和歌山市）

思惟
谷口　澄子（橋本市）
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　本年度の応募点数は 91 点（漢字 52、仮名 29、漢
字かな交じり 8、篆刻 2）と報告が有り、審査員の
間では、二桁の出品数は過去最低ではないかとの声
が聞かれ、出品者にも理解が得られる公正公平で慎
重な審査を行う、一点でも多くの方に入選して頂き
たいとの想いから、可能な限り入選を確保するとい
う事で審査員が合意し審査が始まった。
　審査は、「漢字」「仮名」「その他」の順で、審査
員全員が可否を投票する形式で入選を決定し、入選
上位者を再審査し、入賞を決することとした。総数
が減じたというよりは、応募作品のレベルが上がっ
たという印象の方が強く、落選させることが心苦しく
思う作品が多く、得点順に集計しても、審査員の過
半数以上が投票した作品でなければ入選できないと
いう激戦となった。
　入賞作品を決定する再審査では、各部門を通して、
基本的な作品構成が出来ていることに加えて、「線の
冴え」や「躍動する生命力」を感じさせる作品が選
考されたように感じた。結果的にはジャンルを網羅
した入賞選出となり、団体や詩風に偏ることのない
公正な審査が行えたように感じた。このことは冒頭
に述べた県選出の全審査員が、県展を愛し、より多
くの方の県民に出品頂きたいという想いの深さが基
底にあるからだと感じた。
　入選・入賞の皆様は難関である狭き門を突破され
たので、胸を張って喜びを表し会場でご自分の作品
を確認して頂きたいと思う。一方、惜しくも選外だっ
た方も僅差での結果なので、次年度出品のためにも
会場へ足を運んでいただき、陳列された作品を研究
して頂きたいと願う。

（寺田　白雲／毎日書道展審査会員）

書
最優秀賞

　ダイナミックな畳み掛けに心奪われる見事な構成で
す。重厚な線質に切れ味の効いた勁さが備わり、深い
味わいを感じます。
　見どころは転折さばきの明快さです。明末清初に活
躍した王鐸の書風による表現ですが、その背景に書聖・
王羲之の筆法が見えるところに、この作品の確かさが
あります。最高賞に相応しい快作です。

（松村　博峰／書家）

龍神温泉
髙橋　清川（田辺市）
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優 秀 賞

秋のいろを
永井　智世（紀の川市）

紀の萬葉
野呂　慧水（和歌山市）
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佳　　作

秋山懐友
北畠　瑞香（和歌山市）

李白の詩二首
千田　清陽（海草郡紀美野町）

宿瑩公禪房聞梵
喜多　桃香（新宮市）

木下延秀のうた
池辺　泛舟（田辺市）
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帰り道
木下　和美（和歌山市）

酬張少府
志茂　珠香（和歌山市）

泛水の曲
玉井　紅淳（和歌山市）

− 16 −



　今回も、さまざまな被写体をドキュメンタリー的に、あるいはフォーマリスティックに撮影した作品が並ぶなか、佳作以上の受賞者の
作品に多く見られたのが、日常の風景を断片化し、異化して提示するような作品であった。路上観察的な視線といってもいいだろう。カメ
ラによって切り取られた風景は、私たちが日頃見過ごしている対象を意識のなかに浮かび上がらせる――最優秀賞もそのひとつである。
　応募作品には組写真が多く見られたが、組写真にする必然性があまりないのではと思われたものも少なからずあった。ひとつの額に複
数の写真をレイアウトするというのは、写真の技倆だけではなく、グラフィックデザイン的な思考も必要とされるので、実はハードルが高い。
そんななかで最優秀賞、優秀賞に組写真が選ばれたのは、興味深いことでもあった。

（佐藤　守弘／京都精華大学教授）

写  真

　終わりに近づいた東京築地の市場での撮影で、せり落としたかぶと（マグロの頭）を荷車で引いているのを上に、
中には時計の下にぎっしりと詰まったセリ板、下にはリヤカーに空気を入れているのとで、三枚にまとめて市場の光
景を良く現した秀作です。記録写真としても価値のある作品になっています。

（花畑　重靖／写真家）

最優秀賞

築地日記
青木　義雄（有田郡有田川町）
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優 秀 賞

朝光
小椋　孝一（海草郡紀美野町）

村のたより
川口　享子（海南市）
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佳　　作

彩舞
宮下　健太郎（海南市）

タイムトンネル
南口　敏彦（海南市）

南よりの風
谷口　幸永（伊都郡かつらぎ町）
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岩絵
大谷　明（海南市）

波と少年
山本　百世（和歌山市）

願掛
竹田　理絵（和歌山市）

北防波堤ドーム
鍋嶋　良一（和歌山市）
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　工芸部門は 38 名による 41 点の応募（3 名は 2 点出品）という状況の中、今年は染織作品の割合が多かったようである。内訳も染、織、キルト、刺繍など、幅
広い技法が含まれる。また、陶芸は前衛陶芸発祥の関西圏にあって、案外うつわの範疇に収まるものが大勢を占めたが、受賞作をはじめ、新たな形の創造に挑
む優品が見られたことは実に頼もしい。焼締が少なからずあった事も注目された。総じて完成度は比較的高く、丁寧に制作する姿勢は、工芸として好ましい。課
題としては全体に敢えてもう一回り大きく作ってみる、という事を心がけると＜表現＞としての迫力が増すであろう。さらに、今年は木工に新鮮な作品が見られた
ことも喜ばしいことであった。最優秀賞の漆芸作品は奥行きと密度があり、優秀賞の蠟染は大胆な視点で伸びやかな構図に魅力があり、優秀賞の陶芸も充分な
サイズ感と独特な色調、口作りが印象に残った。県展としては厳しい倍率の中、惜しくも選外となった応募者を含め、制作においては常に挑戦的であることを願う。

（外舘　和子／多摩美術大学教授）

工  芸

最優秀賞

　極寒の冬の冷たさと鶴の求愛の姿の生の暖かさの対比を現わし、降る雪が花のように美しく見える冬の風景を漆芸技法における彩漆の研
出しと卵殻技法で表現しており今後さらにデザイン面での精進を期待いたします。

（山田　健二／漆芸家）

冬の華
後藤　佳世子（和歌山市）
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優 秀 賞

碧の時代
池田　光博（海南市）

いにしえより
礒田　好子（東牟婁郡古座川町）
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佳　　作

Sword
宮内　昇（大阪府貝塚市）

乾漆オブジェ　円の表情
嶋本　弘子（和歌山市）

緩昇螺線世
寒川　朗（西牟婁郡白浜町）

ミズノカタチ
吉田　絵美（岩出市）

− 23 −



　応募作を一望し、完成度の高い作品がそろっている印象を持った。特別に見劣りする作品はなく、8 点をすべて入選とした。そのう
えで下位から授賞作を決めることにし、まず賞候補作品を選んだ。この時点で、表現力、技術力にやや弱さを感じる 2 点が候補外と
なった。佳作とした 3 点は、いずれも左右の対称性を強調しているぶん表情に乏しく、もうひと工夫欲しいというのが審査員共通の意
見であった。残る 3 点の質は僅差であり、どれを最優秀賞とするか悩ましいところであったが、主題や構成の面白さ、技術の高さから
このような結果になった。既成の「彫塑」の概念にとらわれない、より自由な発想、表現による作品の応募がもっとあってよいと感じた。
今後に期待したい。

（平井　章一／関西大学教授）

彫  塑

最優秀賞

　鋼材を組み合わせ、直線的なものと曲線的なものが微妙なバランスを保ちながら横へと展開していく形態になって
いる。
　見る者にとって、この構築物が何処までも横へ横へと伸びていく様が連想され、それに伴って周りを取り巻く空間
も徐々に拡がっていくようにも感じるだろう。また、どの方向から見ても形の変化、動きが楽しめるようにもなっている。
　作者の立体構成力と、空間認識能力の高さ、確かさがうかがえる秀作だと思う。

（岡本　勝利／彫刻家）

Invisible  horizon
田村　元（和歌山市）
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佳　　作

優 秀 賞

大気浄化調査飛翔船
日根　宏幸（和歌山市）

坐る母娘
弓塲　祥世（田辺市）

ライジングⅡ
湯川　佳応理（日高郡印南町）

a hole-2
海野　愛理（西牟婁郡上富田町）

卍
芝田　源治（田辺市）

− 25 −



　手間のかかる造形作品が上位となった。造形の確かさと、繊細さを備えた作品に興味が向くところだった。お生花も出品されていた
が、やはり展示時期に同じように再現できるのか、というところで疑問符がつく。お生花に限らず、展示時期がずれる関係上、その花
材の選び方に注意が必要だろう。
　今後のいけばなの発展のためにも、さまざまなタイプの作品が多数出品されることを期待したい。

（中山　高昌／未生流中山文甫会副会長）

華  道

最優秀賞

　直線の三椏を変化させ 円を形成している。
　充実した造形から 制作に要した時間はかなりのものであることが容易に推測される。
　三椏の集積は粗密を際立たせ 配するダリアと白妙菊の色彩と形の調和も妙味そのもの。見せる位置も計算し尽く
されていて圧巻です。
　作者の真摯な取り組みと熱意が形となった作品を称賛します。

（福永　八千代 ／華道家）

藤井　豊節（岩出市）
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佳 　 作

優 秀 賞

湯川　章（和歌山市）

沼田　一代（伊都郡かつらぎ町）
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作品名 作者名 住所
秋の香嵐渓 稲垣　隆子 和歌山市
Mの回想 三宅　哲男 海草郡紀美野町
Crab 湯川　雅紀 海南市
テミスからの伝言Ⅱ 山崎都基子 和歌山市
天川村風景 松坂　達子 有田市
はるか方へ 浦木　　優 橋本市
遠い日 有本ふみ子 和歌山市
やがて来る予感（破壊） 田中　龍子 和歌山市
パーティー（クレーとコラボ） 中 美佐子 大阪府泉南市
涼風 峯岸アキ子 和歌山市
月夜 古曽　成樹 日高郡由良町
夏の終わりに 片畑　順子 海南市

　日本画部門
作品名 作者名 住所
悠遊　　　　         　　 【審査員】 南口みどり 橋本市
響き合う　　         　 　【審査員】 増田　淑子 和歌山市
芳香に　　　         　 　【審査員】 鈴木　　薫 日高郡日高町
秋の栞　　　         　 　【審査員】 ⻆野千佳子 和歌山市
ペルシャ 浦野　ゑみ 和歌山市
牡丹 﨑山　誓子 和歌山市
青い花 高橋　佳子 橋本市
古座の一枚岩 中井　悠紀 和歌山市
早春 坂梨とき子 和歌山市
赤富士 髙幣　佳代 北海道札幌市
更紗眼鏡 藤井　秀子 大阪府泉南郡熊取町
未知の時 田中　重造 有田市
お兄ちゃんと僕 藤田　和子 和歌山市
ぼくのおとうとだよ 近江友紀子 橋本市
歩む 宮嵜　朋子 和歌山市
大木の葉梟 石橋　玄門 和歌山市
酔芙蓉 吉田晃一郎 和歌山市

　書　部　門
作品名 作者名 住所
Yuan Dynasty  　   　 　【審査員】 加納　敬舟 和歌山市
もみぢ　　　　　　　 　【審査員】 中原　朱穂 兵庫県西宮市
五言一句　　         　 　【審査員】 山本　清雲 和歌山市
白露　　　　　      　 　【審査員】 戸村　舟里 和歌山市
野菊　　　　　　   　 　【審査員】 松村　博峰 大阪府枚方市
太虚清白　　         　 　【審査員】 細畠　静峰 和歌山市
山桜 川瀬　玲舟 和歌山市
鶴 小林　明香 和歌山市
梅花の歌 西村　霖風 和歌山市
青雲万里道不窮 小西　泰鳳 海南市
憧 上田　大愚 和歌山市
五言絶句 田村　神泉 和歌山市
白楽天詩 谷口　和光 紀の川市
松花伴鶴飛 福田　順香 新宮市
時雨助歳功 　　紅邑 和歌山市
春くれば 角谷　真寿 和歌山市
無盡蔵 小澤　清湖 和歌山市
汾上驚秋 中井　澄苑 紀の川市
六字句 堂本　雅人 橋本市
陸九州之詩 藤本　千峰 和歌山市
後漢書 遠藤　美園 和歌山市
良寛の詩 原野　鶴雲 新宮市
安心筆墨間 安原　石楠 御坊市
何惜醉流 瀬藤　翠琴 岩出市
七言二句 小島　健堂 和歌山市
意生筆墨内 上野　花園 和歌山市
郎士元詩 渡辺　李光 和歌山市
静自適 岩橋　瑞花 和歌山市
うぐひすの 名手　朱舟 和歌山市
毎に天の一笑を蒙る 池永　碧濤 兵庫県西宮市
李白詩 岩本　茱光 紀の川市
物象歸 清 赤坂　松琴 和歌山市
萬國春風百花舞 靜　　一華 和歌山市
江村 中村　東光 和歌山市

　洋 画 部 門
作品名 作者名 住所
扉　　　　　　　　     　【審査員】 榎本　敬子 和歌山市
STARTING OVER　 　 【審査員】 三隅　俊昭 東牟婁郡那智勝浦町
雪 . 月 . 花（斎王桜）    　【審査員】 小川　昭造 西牟婁郡白浜町
作品- 2019　　　   　【審査員】 面矢　元子 橋本市
WORK'19-8 　        　　【審査員】 阪本　　聡 御坊市
ペーパークラウン       　【審査員】 山本　　実 和歌山市
解纜 　　　　　　　　　　　【審査員】𠮷本　進一 和歌山市

（午睡、）カトマンズ旧王宮にて　【審査員】 岩峪　賢次 田辺市
使徒　　　 　　　　　　【審査員】 小川　泰弘 海南市
Passage 土井　久幸 和歌山市
冬の花Ⅱ 奥川　祐子 新宮市
MANEKI 居垣　潤子 和歌山市
早春の信濃路 宮本　偉敏 日高郡日高町
恵比寿 大林　彰子 和歌山市
清明心 尾崎　　功 和歌山市
観音菩薩幻想 出口　由孝 御坊市
道標Ⅱ 出口久仁子 御坊市
南部梅林 中尾　久代 海南市
いのり（大日如来） 鈴木　源二 橋本市
歯みがき 松山　敏彦 伊都郡かつらぎ町
記録 松谷　弘子 紀の川市
秋雪の烏ヶ山山麓 野﨑　　廣 和歌山市
Eternal 井澤佳代子 海草郡紀美野町
山藤 増田　清子 和歌山市
人形 濱田千代子 三重県南牟婁郡紀宝町
HERO 池田　章子 和歌山市
景 中村　恵伍 和歌山市
風の音 明渡　和子 和歌山市
明日へ 益山　　恵 田辺市
館 中森　順一 和歌山市
コンポジション 巖﨑　郁子 和歌山市
土塀（唐招提寺） 橘　　謙一 有田郡有田川町
innocent 村下　良子 和歌山市
ZEKUE 太田　俊伸 新宮市
ドライフラワーとピエロ 前地　洋美 三重県南牟婁郡紀宝町
流象 2019 栗栖　秋翁 田辺市
バラと少女 辻　　勝己 和歌山市
guru・guru-2019 岡﨑ゆみこ 和歌山市
朋 2019-E 稲垣　紀子 和歌山市
a take 岩本　　芳 和歌山市
令和元年 安田　澄栄 橋本市
作品 福島志津子 東牟婁郡串本町
バイヨンの僧侶 平田　勝男 新宮市
想花 前田　充代 伊都郡かつらぎ町
朝日に輝く山桜 古川　京子 有田市
岩場の静寂 土井　敏弘 和歌山市
五色の河 増田　綱紀 東牟婁郡太地町
刻の地 松尾摩利子 大阪府泉南郡岬町
FANTASIA きわたすみこ 和歌山市
大仏殿を望む 阪本　由捷 御坊市
夜のメトロで 奥岩　昱子 和歌山市
春映 松岡　里美 紀の川市
潜水ヘルメット 山下　健治 御坊市
春景 山根　卿嘉 岩出市
渓流 松間　　弘 和歌山市
貝の詩 坂口　卓平 海南市
梵天立像 田原　映子 海南市
遊 谷澤佐規子 和歌山市
ある日 馬場須美子 岩出市
聖火 2020 北澤　恭子 橋本市
流・想・蒼　'19-10 中西　周代 紀の川市
刻 -そして 宗　　佐代 海南市
炭焼き窯 小﨑　清子 和歌山市
道標 出口　十糸 海南市
葡萄 森岡やす子 和歌山市
規紗子の子 中野　和夫 和歌山市
入江 荻野　照邦 和歌山市
赤い薔薇 北本　禎子 田辺市

“招待作家部門”  出品リスト
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作品名 作者名 住所
想　　　　　　　   　 　【審査員】 田中利恵子 有田市
連作「宙」        　  　 　【審査員】 山田　健二 海南市
籠目花器　　   　　　 　【審査員】 西村　修次 日高郡みなべ町
紫のシンフォニー　　 　【審査員】 田中　紀子 日高郡みなべ町
初夏 橋爪　靖雄 海南市
Birth 井澤　幸子 海草郡紀美野町
戯れる獅子 光成トミ子 岩出市
雲中供養菩薩像花生「蓮華」 古谷　正義 西牟婁郡白浜町
ワルツ 蓮尾　幸子 橋本市
食籠 喜多　忠男 有田市
芽生え 生賀　忠好 有田郡有田川町
空へのステップ 南　　純子 西牟婁郡白浜町
百花繚乱 森口　剛次 日高郡日高川町
宴に舞う 川口　典久 日高郡印南町

　彫 塑 部 門
作品名 作者名 住所
収束点へ　　　　　　　 【審査員】 岡本　勝利 有田郡広川町
時を越えて　　　 　      【審査員】 山根　淳史 西牟婁郡上富田町
幸せを運ぶ船 松谷　靖夫 紀の川市
天国あるいは地獄への階段 大木　譲司 日高郡みなべ町
生まれいずるもの 橋本　和明 有田郡湯浅町
onomatopée 山本（西村）美智子 和歌山市

　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
　　　　　　　　　　　 【審査員】 田中　正甫 橋本市

坂口　明子 岩出市
島本　素里 和歌山市
橋本　順雲 御坊市
平田　喜甫 和歌山市
池永　喜世 有田郡広川町
藤本　豊香 和歌山市

作品名 作者名 住所
査愼行の詩 和田　栄波 海南市
令和 出口　抱琴 和歌山市
空見れば 三嶋　昭苑 紀の川市
雪 浅井　香園 和歌山市
故郷 池田理恵子 和歌山市
天遠雁聲孤 辻　　嶂紅 大阪府堺市
李澣に答ふ 江川　真洲 岩出市
やまざとは 上野　朱煌 和歌山市
小林一茶の句 羽山　美樹 新宮市
吉事 髙橋　佳子 和歌山市
獨夜 岡端　紀苑 紀の川市
趙嘏の詩 石井　里梅 有田市
鳳仙花 佐藤　祥琴 和歌山市
春たつと 柳川　朱萌 海南市
山鳥 舟尾　圭碩 海南市
發祥致福 髙木　久琴 和歌山市
秋草の 大西　光舟 和歌山市
和顔愛語 山口　熊野 和歌山市
路鐸詩（七言） 中家　光苑 和歌山市
秋浦歌 松中　翔園 和歌山市
令和 吉村　祥雲 和歌山市
ことのねに 松倉　映舟 和歌山市
徐霖詩 小谷　冬華 紀の川市
佐藤春夫の句 松原　恵苑 新宮市
君かへす 吉本　蒼琴 和歌山市
あひみての 南　　雅仙 紀の川市
髪五尺 岸畑由喜子 和歌山市
庭草に 森本　松翆 橋本市
夏晩 水﨑　花扇 和歌山市
五言句（落日滿秋山） 佐原　草苑 和歌山市
かささぎの 拔井　恵舟 紀の川市
花は咲く 藤籔　江舟 和歌山市
春ここに 柳　　藤苑 海南市
俵万智の歌 土肥　恵子 和歌山市
父母の 久保田砕花 和歌山市
蕪村の句 南坂　東英 紀の川市
しもむすぶ 濱口　朱草 和歌山市
花をのみ 石上　敬草 紀の川市
梅花堂々 小川　起石 和歌山市

　写 真 部 門
作品名 作者名 住所
嵐の予兆　　　　　　　　【審査員】 山中　健次 伊都郡かつらぎ町
ノラ　　　　         　 　【審査員】 照井　四郎 有田市
波の音　　　         　 　【審査員】 神田真奈美 海南市
くらげ　　　　      　 　【審査員】 花畑　重靖 海南市
ひととき 伊藤　彰英 有田市
光の狂想曲 坂田　　稔 和歌山市
激走 大浦　美保 和歌山市
焔 武津　孝雄 和歌山市
里 栁岡　正澄 御坊市
放流 原田　哲男 和歌山市
戯れる 畑中　　昭 和歌山市
波濤 田中　和已 海南市
青空へ 中野　昌二 海南市
花陰 松岡　博之 紀の川市
晩夏 川口理一郎 和歌山市
アート 大道　正和 和歌山市
冬の朝 落合　和哉 橋本市
春を奏でる 陰地　陽人 和歌山市

　工 芸 部 門
作品名 作者名 住所
王国への旅   　      　 　【審査員】 井澤　正憲 海草郡紀美野町
浅黄交趾末広水指   　 　【審査員】 寒川　栖豊 西牟婁郡白浜町

日本藝術院会員 特別出品　清水　達三　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）

このパンフレットは
再生紙と植物油インキを
使用しています。

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 68 1 5 10 52 133 98
日本画 18 1 1 3 13 27 27

書 53 1 3 6 43 91 90
写　真 50 1 3 6 40 102 81
工　芸 20 1 2 4 13 41 38
彫　塑 8 1 2 3 2 8 8
華　道 3 1 1 1 7 7
合　計 220 7 17 33 163 409 349

洋画
岩峪　賢次（洋画家） 榎本　敬子（洋画家） 小川　昭造（洋画家）
小川　泰弘（洋画家） 面矢　元子（洋画家） 阪本　　聡（洋画家）
三隅　俊昭（洋画家） 山本　　実（洋画家） 𠮷本　進一（洋画家）
出原　　均（兵庫県立美術館学芸員）

書
加納　敬舟（書家） 戸村　舟里（書家） 中原　朱穂（書家）
細畠　静峰（書家） 松村　博峰（書家） 山本　清雲（書家）
寺田　白雲（毎日書道展審査会員）

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） 佐藤　守弘（京都精華大学教授）

華道
田中　正甫（華道家） 福永八千代（華道家） 宮脇　尚子（華道家）
中山　高昌（未生流中山文甫会副会長）

彫塑
岡本　勝利（彫刻家） 山根　淳史（彫刻家） 平井　章一（関西大学教授）

審 査 員

第 73 回和歌山県美術展覧会 応募・入賞・入選状況
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