
第33回 日洋展 一般入選者一覧

県名 氏名 初出品 題名

北海道 福井洋紀 水に沈む

青森県 川村章子 目前の立山

青森県 須崎　篤 ○ 暮らしをぶら下げる

青森県 三宅勝義 夕闇へ

青森県 米田一夫 オペラ通り

岩手県 高橋ひらみつ 秋風

宮城県 秋澤美智子 ステージ

宮城県 浅野美代子 春を待つ

宮城県 渥美裕司 森の中で

宮城県 池田ミチ 公園の母と娘

宮城県 遠藤　敦 ○ 皇居外苑

宮城県 大庭彦三 欅の杜

宮城県 大宮里見 ○ 春霞

宮城県 兼平礼子 待つ

宮城県 佐藤美子 サーカス讃

宮城県 諏訪堯美 家族

宮城県 千田秀子 「刻」ともに

宮城県 武内たま子 ○ 想春

宮城県 名生三郎 梅雨晴れ

宮城県 生天目恵美子 散歩道

宮城県 野田宗彦 ウィンドウショッピング

宮城県 林　しづ子 ひととき

宮城県 平野恵子 心みつめて

宮城県 村上温子 春望

宮城県 矢野奈津子 かえらぬ日

山形県 伊藤ユキ子 生命繋ぐ森

山形県 仙石美文 ○ 悠悠閑閑

山形県 田中富行 初冬・吾妻の里（吾妻連峰）

福島県 西條富美子 飲みの帰りに

福島県 霜山宗一 ○ 朝陽（奥会津）

福島県 立谷陽介 ローテンブルク情景

茨城県 上野藤子 シヨン城

茨城県 大塚晶子 秋の太郎山

茨城県 大槻　健 コンビナート辺り

茨城県 滝川ヒナ 秋の福島

茨城県 丸　彰 小雨の倉敷

茨城県 吉田絹枝 旅の思い出

栃木県 今井和子 工場の片隅

栃木県 奥田啓子 ひまわり

栃木県 加藤文子 大洗港



県名 氏名 初出品 題名

栃木県 國安弘子 残照

栃木県 佐手　稔 木の家

栃木県 篠澤俔子 藁ぼっち

栃木県 鈴木政男 老舗

栃木県 関　一男 想い

栃木県 関　克雄 蔵の扉

栃木県 髙橋敏子 ○ 早春の庭

栃木県 髙山司農夫 眠り2019

栃木県 田村房子 信頼

栃木県 鶴見志枝 惜しむ秋

栃木県 手塚久美子 夕映え

栃木県 林　幸代 初冬・赤薙を望む

栃木県 本橋悦子 令和

栃木県 村田直昭 ナンシー

栃木県 安良岡和江 信頼と絆

栃木県 山口信子 ○ 廃船

栃木県 渡辺良介 澄

群馬県 塚本公二 過ぎ去りし刻

埼玉県 青木佳子 窓辺

埼玉県 遠藤仁美 ○ 美しき人

埼玉県 大内冨士枝 風立ちぬ

埼玉県 大久保　明 ○ 城

埼玉県 尾島正市 芽吹く

埼玉県 柿沼知惠子 樹根

埼玉県 川田清子 奏

埼玉県 神澤のり子 錦秋

埼玉県 小出正芳 ○ カワウの休息（行幸湖の朝）

埼玉県 小森美和子 いたづら

埼玉県 齋藤　忠 落葉の頃

埼玉県 坂本忠久 コーヒータイム

埼玉県 佐藤菊代 一柱寺「ハノイ」

埼玉県 清水ちづ子 ○ おどき!お通りよ!

埼玉県 髙島賢治 水上の開花Ⅱ

埼玉県 田口　博 春浅し

埼玉県 田中徹也 古代への思い

埼玉県 玉川京子 ニ十歳になって

埼玉県 対尾美代子 昭和の記憶

埼玉県 内藤一美 工作工具

埼玉県 中村美枝子 心象風景

埼玉県 中村義春 シェークスピアの生家

埼玉県 根本雄三 ブレッド湖

埼玉県 萩野洽子 サローチカと娘と

埼玉県 馬場和江 孤高



県名 氏名 初出品 題名

埼玉県 福田勝子 海を見ていた

埼玉県 松本佐代子 窓辺

埼玉県 山本志明 ○ てっちゃんの愛した時代

埼玉県 横瀬和弘 冬ざれの道

千葉県 荒井正雄 田植えってサイコー!

千葉県 安蔵保子 ○ 午後の鵜原漁港

千葉県 飯嶋慶子 ○ 朝顔のある庭

千葉県 大久保幸夫 ○ 水路閣

千葉県 久保田惠子 響

千葉県 粟田幸子 束の間の語らい

千葉県 近藤　碧 連弾

千葉県 菅原　翠 山里の夕暮れ

千葉県 宮越広子 日が暮れて

東京都 石川厚子 ○ ニコライ堂

東京都 伊藤沙桜 風景

東京都 井上　弘 ○ 能取湖秋景

東京都 梅田美早季 室内

東京都 王洪俊 春趣

東京都 大上節子 出番を待つ

東京都 奥村寿子 赤い鼻のピエロ

東京都 加藤　惠 初出漁

東京都 金子重信 夏の日の女子大生

東京都 久保田令子 風光る

東京都 幸島祥夫 聖ビクトワール山の夕焼と孫

東京都 小沼泰之 風力発電

東京都 嵯峨美代子 明日につなげ

東京都 坂田智也 紅に入る（奥多摩）

東京都 酒見道子 ○ 疲れましたか？

東京都 佐竹明子 ○ 垣根

東京都 佐藤富久子 菜の花畑

東京都 佐藤裕子 鏡

東京都 渋谷節子 ○ 通り雨

東京都 嶋　幸男 ○ 庭先の2ひきの猫ミルクとクロ

東京都 鈴木朱美 休日

東京都 住谷広躬 異次元の脅迫

東京都 髙橋忠勇 浅間山

東京都 高宮　白 コーヒー・ブレーク

東京都 竹村美夏 夜の天王洲

東京都 田中京子 韋駄天

東京都 谷　新 ○ 地図から見た風景

東京都 塚本薫子 Marché

東京都 冨田絹江 ○ 花模様の部屋

東京都 中野直樹 人間を軽く見る



県名 氏名 初出品 題名

東京都 中野由美子 ピアノとピエロ

東京都 日髙弘子 ふるさとの海

東京都 藤田しげる ○ 場所の記憶

東京都 牧　澄雄 グリュイエール城 朝10時

東京都 政本和子 築地市場

東京都 三浦俊悦 茅ヶ崎浜降り祭

東京都 安井恵美子 冬の日

東京都 山根理恵 赤いドレス

東京都 吉田　弘 GO!!

東京都 吉場喜子 しあわせな時間Ⅰ

東京都 若色和夫 オンフルールの昼下がり（フランス・ノルマンディー）

神奈川県 稲葉悦子 スター オブ サイアム

神奈川県 太田洋子 郷愁

神奈川県 小野浩平 悪霊祓い

神奈川県 香取恭三 初夏の頃

神奈川県 後藤惠美子 ○ 桜幻想

神奈川県 齋藤弘子 バラの香り

神奈川県 佐野美枝子 ○ 幼い日の兄妹

神奈川県 芦澤眞知子 ○ 人形

神奈川県 染谷文子 大地の美神

神奈川県 仲川　敬 ○ 花園

神奈川県 山田美佐子 立春

新潟県 阿部邦榮 陽光の街

新潟県 中野　正 ○ 冬華

山梨県 坂本　充 春はすぐそこ

長野県 丸山文治 ○ 午後の画室

岐阜県 安藤優花 月明かりの夜

岐阜県 石黒惠子 ○ 夢神輿

岐阜県 岡田由美子 ○ メキシコ　グアナファトの街

岐阜県 岡本佳代子 ○ 花筐

岐阜県 亀井士郎 ○ 美濃加茂けんもり扇谷絶壁

岐阜県 亀谷好隆 ○ 秋の渓谷

岐阜県 久保田悠斗 ○ ラプラス、始まりの地

岐阜県 佐々木恭助 パンドブレ

岐阜県 佐藤真杜 ○ 翠

岐阜県 髙橋栄子 ○ 裸婦

岐阜県 種村定子 ○ 木曽馬

岐阜県 恒川綾子 秋瀑

岐阜県 直井遼太郎 春なのに

岐阜県 中村健治 ○ 樹に集う子ら

岐阜県 野﨑祐一 ○ 信濃富士訪春

岐阜県 野間京子 ○ 明日へのアラベスク

岐阜県 林　香織 ○ 室内



県名 氏名 初出品 題名

岐阜県 林　清一郎 思い出の電車

岐阜県 藤澤真実 Do the best you can do!

岐阜県 藤原正博 静寂と薔薇

岐阜県 松浦良明 オペラ座通り

岐阜県 三宅英男 工場の片隅

岐阜県 村瀬砂代子 春うらら

岐阜県 村田桂子 ○ 犬と少女

岐阜県 森本玲子 「メスキータ」へ

岐阜県 安江真吏亜 日出処

岐阜県 安川明子 ○ 晩秋の納屋にて

岐阜県 山内政廣 春の川岸

岐阜県 湯之下正純 ○ 浄景

岐阜県 渡辺侃治 旅立ちの日に

岐阜県 渡辺悠太 ○ 生生流転

静岡県 浅利憲彦 五倫の波

愛知県 飯干智子 はぐくむ森の命たち

愛知県 大野春江 カーニバル

愛知県 押谷須磨子 七夕祭り

愛知県 熊澤美貴 Beautiful Summer

愛知県 小菅　修 水辺月夜の歌

愛知県 坂田優子 ○ 旅の思い出

愛知県 佐羽尾幸宣 ○ インディアンサマー

愛知県 西川勝正 飛鳥幻惑

愛知県 林　由美子 ○ 妖精の棲む森

愛知県 古田好子 ○ キャベツ

愛知県 洞戸常雄 オクトパスⅡ

愛知県 真野純子 部屋と人形

愛知県 間宮幹子 花畠

愛知県 村瀬一江 ○ 静物

愛知県 森田　孝 ブルーホール

愛知県 山本栄子 月の谷

京都府 前田直美 春の夢

大阪府 植田安司 フラミンゴ

大阪府 木口保行 バンテアイスレイの女神

大阪府 崔　元順 教会のある漁村

大阪府 佐藤　亘 追憶

大阪府 柴垣保平 踊り子

大阪府 新田史子 バレリーナ

大阪府 野賀しゅん まつ

大阪府 古川孝江 ライオン橋

大阪府 森　茂明 令和の希望

兵庫県 植木幸子 11月の美術館

兵庫県 上村尚子 春うらら



県名 氏名 初出品 題名

兵庫県 大西國義 月夜に想う

兵庫県 荻野尚吾 集えれば

兵庫県 金光明子 ひととき

兵庫県 田中曙覧 生命の水

兵庫県 永田　勉 裸婦

兵庫県 橋本一子 ○ 夢のつづき

兵庫県 東　佑衣 やすらぎの樹

兵庫県 三浦淑子 風淑し

兵庫県 南田宏子 ゆうはマドロス？

兵庫県 三宅礼子 Ball　pool

奈良県 杉本　勇 苔むす境内

奈良県 林　幸枝 悠

鳥取県 平岡遵子 ○ ベルベルの女

島根県 荒尾史子 だだとじじの最高の時間

島根県 藤本登美 家族の情景Ⅱ

岡山県 佐藤　賢 瀬戸内を望む（牛窓）

岡山県 萬代義弘 蔓と苔

岡山県 力石輝明 岡山京橋界隈

広島県 石川七海 ○ 鏡花水月

広島県 市川礼子 寒立馬の日々

広島県 岡田義和 倉敷の女

広島県 谷津真智子 ○ 少女＆ヴァイオリン

広島県 土井百合子 白いポットのある机上

広島県 中原裕美子 Vallon des Auffes

広島県 西田和生 ○ 顔

広島県 西田真弓 ○ さわやかに

広島県 野上豊子 アドリア海の赤い屋根

広島県 藤山俊信 宮島紅葉谷公園

広島県 森川　修 早春（芸北）

山口県 阿津地きえ子 街角

山口県 有国悦子 夕陽に佇む

山口県 大惠栄子 雨後の北浦

山口県 小川良子 立岩漁村

山口県 正司健次 満月のころ

山口県 竹川雪子 棚田風景

山口県 長谷川和子 かたらい

山口県 長谷川　洋 箱根湿生花園

山口県 藤高春子 昼さがり

山口県 宮坂和枝 ママ友

徳島県 岡田信一 ふたり

福岡県 大隈信夫 紫陽花と眼鏡橋

福岡県 牟田清美 室内景

福岡県 安田亜希子（Aki） ○ 豊穣の海



県名 氏名 初出品 題名

福岡県 依田桜子 自画像～フィンセント・ファン・ゴッホのオマージュ～

佐賀県 青木孝安 パードレの岬（長崎県　生月島）

長崎県 井戸口達三 Doream come true

長崎県 内濵富美子 ○ 冬の陽

長崎県 森　佳子 春を待つ

長崎県 山口弘流 干潟のある風景

熊本県 飽本　徹 ○ 明り窓のある納屋

熊本県 梶原美耶子 春の日の悪戯

熊本県 塩川邦子 夏の日

熊本県 下條久美子 物語・静

熊本県 徳田純子 里の秋

大分県 廣末裕子 ○ 運命～光の照らす方へ～


