
第35回記念 日洋展 受賞者一覧

賞 氏名 題名 県名

井手宣通賞 田中一利 海辺に咲く花 佐賀県
國領經郎賞 ⿊阪陽一 初雪 北海道
塗師祥一郎賞 橘 貴紀 ノクターン 埼玉県
SOMPO美術館賞 該当者無し
第35回記念賞 吉村昭子 いい時間 大阪府
第35回記念賞 楠  崇子 ⻩⾊いテーブル 愛知県
第35回記念賞 横田律子 想いとどくあたり 東京都
委員賞 安道和子 明日 広島県
委員賞 木谷 徹 湖沼 大阪府
委員賞 小寺和子 マントン 大阪府
委員賞 鈴木あき子 赤い風 岐阜県
委員賞 鈴木雪子 SPACE−2021 神奈川県
委員賞 関 義雄 春舟 千葉県
委員賞 内藤すみ子 アナーキーな街 東京都
委員賞 永井恵美子 弥生 福岡県
委員賞 ⻑野ひとみ スーパームーン 兵庫県
委員賞 野中美行 トロギルのテントブティック 兵庫県
委員賞 羽木理恵 ⻘い刻 岐阜県
委員賞 藤川耕太郎 シラス漁を終え帰港 大阪府
委員賞 藤田節子 橋下清流 東京都
委員賞 横山順子 室内・遊 熊本県
会員賞 伊勢崎美季 滿つる時まで、祈りつづける，2 広島県
会員賞 伊東和子 静寂閑雅 宮城県
会員賞 内山南美 水族館にて 大阪府
会員賞 大武国男 ⺟子像 神奈川県
会員賞 小澤賢史 フロンティア 大阪府
会員賞 川口茂子 ふれる・つなぐ・そそぐ 栃木県
会員賞 窪田福子 閑日 兵庫県
会員賞 小島啓二朗 命 埼玉県
会員賞 近藤 清 彩る景⾊（一期一会） 岡山県
会員賞 坂田すま子 蒼い街 熊本県
会員賞 佐川忠邦 想う 熊本県
会員賞 髙田裕子 月の光 福岡県
会員賞 田川日出勝 残痕Ⅱ ⻑崎県
会員賞 田仲富美子 composition of woman 愛知県
会員賞 谷 八重子 アレッチ氷河 大阪府
会員賞 松尾康博 光はすべてに差す 埼玉県
会員賞 松尾忠之 水郷 福岡県
会員賞 松谷万里子 旅立つ 広島県
会員賞 吉田惠子 ダンテが慈しんだラヴェンナ(神曲より希望・愛・悲しみ)愛知県
会友賞 渥美裕司 森の中 宮城県



賞 氏名 題名 県名

会友賞 小野晃子 地下学食 東京都
会友賞 金子知加男 記憶 大阪府
会友賞 金光明子 華 そのⅠ ひまわり 兵庫県
会友賞 川口明美 眼差しの向こう 福島県
会友賞 斎藤まゆみ Memories of Rome(ローマの思い出） 茨城県
会友賞 佐治るみ子 Wireless 大阪府
会友賞 佐手 稔 日常 栃木県
会友賞 下條久美子 朝 熊本県
会友賞 ⻑沢悦子 kanna 岐阜県
会友賞 ⻄岡陽子 閑静な刻 大阪府
会友賞 野上豊子 雨上がりのサントロペ 広島県
日洋賞 遠藤仁美 メメント・モリ 埼玉県
日洋賞 ⻫藤幸男 明日は漁場へ 千葉県
日洋賞 種村定子 波紋 岐阜県
優秀賞 鈴木朱美 紙風船 東京都
優秀賞 井⼾口達三 源泉PART2 (雲仙) ⻑崎県
優秀賞 安川明子 納屋の一隅にて 岐阜県
優秀賞 岩崎京子 白い教会 熊本県
小品部門優秀賞 榎本朋恵 楽しい予感 ＃1 埼玉県
小品部門優秀賞 山口千津子 ひと夜の輝き 岐阜県
小品部門優秀賞 赤座 壽 博多ナイト 岐阜県
小品部門優秀賞 松浦良明 シャンハイの夕べ 岐阜県
小品部門優秀賞 荒井正雄 tonight 千葉県
奨励賞 大久保 明 それぞれの生活 埼玉県
奨励賞 菅尾洋子 春風の庭 広島県
奨励賞 嵯峨美代子 幸福を招く 東京都
奨励賞 ⻲谷好隆 残波 岐阜県
奨励賞 湯之下正純 0+2021 岐阜県
奨励賞 塩川邦子 リズム 熊本県
奨励賞 橋本一子 月夜のディナー 兵庫県
奨励賞 吉田慶子 waiting 大阪府
小品部門奨励賞 熊澤美貴 新しい地平線の花嫁 愛知県
小品部門奨励賞 佐藤真杜 ラティメリア 岐阜県
小品部門奨励賞 加藤けい 樹の歌 岐阜県
小品部門奨励賞 河合佳世子 舞台袖 岐阜県
小品部門奨励賞 髙橋啓子 客を待つ 岐阜県
小品部門奨励賞 大井菜々美 優しい音⾊ 福岡県


