
第35回記念 日洋展 大作部門入選者一覧

県名 氏名 初出品 題名

北海道 福井洋紀 Beef！
⻘森県 須崎 篤 里山冬景色
岩手県 大地山みつの 案山子たち
岩手県 高橋ひらみつ 春の便り
宮城県 渥美裕司 森の中
宮城県 岩井修一 空への想い
宮城県 大槻弘子 立冬の風に立つ磐司岩
宮城県 大沼直子 悠久のまなざし
宮城県 大沼雄子 歳月
宮城県 大庭彦三 欅の杜
宮城県 小野寺静子 造り酒屋
宮城県 川村 武 家族の一員
宮城県 佐藤美子 懐古
宮城県 千田秀子 「刻」静寂
宮城県 ⻑⾕部榮佑 仙台市宮城野区操作場，2月，午后
宮城県 林 しづ子 室内
宮城県 三浦良己 生きる
宮城県 矢野奈津子 季節はめぐっても
宮城県 千葉悦子 ○ メロディー
宮城県 千葉裕子 ○ 室内
宮城県 武内たま子 ○ 凛
宮城県 池田ミチ ポーズする女
宮城県 生天目恵美子 ボストンの家
宮城県 平野恵子 ポエジー
宮城県 名生三郎 土手の桜未だ遠し
宮城県 村上温子 秋の散歩道
宮城県 諏訪堯美 空港のロビー
宮城県 秋澤美智子 明日へ
宮城県 浅野美代子 ひととき
山形県 伊藤ユキ子 春近き我里
山形県 田中富行 早春・水温む
福島県 阿部健一 表裏一体
福島県 川口明美 眼差しの向こう
福島県 立⾕美和子 細胞輪舞
福島県 早川 良 大漁を願って
福島県 吉田博道 一ノ⼾川雪景
福島県 霜山宗一 早春只見川（奥会津）
福島県 立⾕陽介 バルセロナの情景



県名 氏名 初出品 題名

福島県 ⻄條富美子 刻々
茨城県 太田幸栄 房総の春
茨城県 大槻 健 コンビナート
茨城県 斎藤まゆみ Memories of Rome(ローマの思い出）
茨城県 吉田絹枝 想い出の湖畔
茨城県 丸 彰 立山⿊部の春
栃木県 佐手 稔 日常
栃木県 鈴木政男 老舗
栃木県 関 克雄 機関車
栃木県 ⻲田和子 海月の舞
栃木県 篠原富子 ○ ﾋﾞｱﾎｰﾙ
埼玉県 ⻘沼幸村 チャレンジ
埼玉県 川田清子 奏楽
埼玉県 菊住恭子 向日葵の郷
埼玉県 小暮祥子 re・mem・ber
埼玉県 櫻井悦子 コロナ禍の憩い
埼玉県 田中徹也 古代からの誘い
埼玉県 対尾美代子 街角
埼玉県 平井久子 白いブラウスで
埼玉県 小出正芳 婚姻色のカワウ
埼玉県 大内冨士枝 田園の詩
埼玉県 遠藤仁美 メメント・モリ
埼玉県 大久保 明 それぞれの生活
埼玉県 藤岡博行 ○ 春待つ田沢湖
埼玉県 横瀬和弘 見沼の初冬
埼玉県 玉川京子 喜びの日
埼玉県 尾島正市 待機
埼玉県 田口 博 飛花落葉
埼玉県 ⻘木佳子 窓辺の少女
埼玉県 根本雄三 ポルトガルの海藻収集モリセイロ
埼玉県 高崎 豊 ○ 待つ
千葉県 蟻塚章江 りんご園にて
千葉県 井上明子 流氷
千葉県 大森真代 世界へ
千葉県 川崎みち子 若葉の頃
千葉県 久保田惠子 勇退
千葉県 濵﨑佐知子 雑木林
千葉県 村上美紗子 晩秋
千葉県 吉田 進 追懐と挑戦(1946)
千葉県 近藤 碧 風
千葉県 土井秀雄 お出かけ
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千葉県 ⻫藤幸男 ○ 明日は漁場へ
千葉県 マノジュマントリ ○ 田植えの頃
千葉県 島田道子 ○ 空白
千葉県 安蔵保子 午後の鵜原漁港
東京都 井川好光 往古来今 −丸墓山古墳−
東京都 大越洋二 駒駆けの季節
東京都 小野晃子 地下学食
東京都 小沼泰之 中央防波堤の風力発電所
東京都 中山洋子 待ち合わせ
東京都 南 久恵 リーフ
東京都 江島黙堂 心景・一
東京都 吉田 弘 ⻘風
東京都 政本和子 魚市場
東京都 吉場喜子 しあわせな時間Ⅲ
東京都 牧 澄雄 大内宿 雪
東京都 吉田かつ枝 ○ 木馬
東京都 中野直樹 負けない
東京都 嵯峨美代子 幸福を招く
東京都 石川厚子 きさかたの松林
東京都 細井順正 朝、バラの庭で
東京都 坂田智也 暖秋に集う
東京都 田二三子 逢魔時
東京都 金子重信 新緑の季節を迎えて
東京都 久保田令子 光る風
東京都 鈴木朱美 紙風船
東京都 田中京子 わたしはわたし
東京都 若色和夫 セーヌ左岸の裏通り
東京都 高野欣也 卓上
東京都 安井恵美子 冬の街路樹
東京都 三浦俊悦 高野山壇上伽藍
神奈川県 加藤迪余 郷愁に愁う
神奈川県 深井美恵子 緑風
神奈川県 香取恭三 夏木立
神奈川県 佐野美枝子 花の迎賓館
神奈川県 稲葉悦子 田植えまへ
新潟県 中野 正 錦鯉の里
⻑野県 丸山文治 木の風景
岐阜県 後藤明雄 栄華の跡
岐阜県 ⻑沢悦子 kanna
岐阜県 森本玲子 躍動
岐阜県 ⻲⾕好隆 残波



県名 氏名 初出品 題名

岐阜県 安川明子 納屋の一隅にて
岐阜県 岡田由美子 Garden
岐阜県 種村定子 波紋
岐阜県 湯之下正純 0+2021
岐阜県 渡辺侃治 木曽川
岐阜県 野間京子 彩花奏
岐阜県 野﨑祐一 追想
岐阜県 渡辺悠太 いきいき
岐阜県 押味忠志 相反する想い
岐阜県 平下麻美 ○ ある婦人
岐阜県 山崎莉穂 ○ 深夜0時
静岡県 浅利憲彦 確乎不抜
愛知県 大野春江 渓流
愛知県 佐藤隆夫 初夏の海辺
愛知県 山本栄子 波の鼓
愛知県 細川みどり ○ Dahlia
三重県 早川佳那 室内旅行Ⅳ
大阪府 金子知加男 記憶
大阪府 紙⾕順子 春の吉野山
大阪府 小林エリ子 ⺟と私
大阪府 佐治るみ子 Wireless
大阪府 寺嶋真里子 遠い日
大阪府 ⻄岡陽子 閑静な刻
大阪府 仁瓶早苗 ノートルダム寺院
大阪府 植田安司 フラミンゴ
大阪府 上⻄好子 ○ 広場で遊ぶ
大阪府 河井俊子 森の向こうは花火のくに
大阪府 木口保行 老桜
大阪府 崔 元順 秋惜しむ上高地
大阪府 田伏規子 奏鳴曲
大阪府 辻井美恵子 ○ シンビジウム
大阪府 新田史子 野に遊び
大阪府 古川孝江 惜日
大阪府 吉田慶子 ○ waiting
兵庫県 金光明子 華 そのⅠ ひまわり
兵庫県 坂本規子 ブルージュ
兵庫県 大頭千恵美 ジャカランタの花咲く並木
兵庫県 高田淳子 水郷
兵庫県 藤本健治 蘇洲運河
兵庫県 三浦淑子 雪間近
兵庫県 三宅礼子 颯爽と
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兵庫県 天野照子 ○ レディー go!!
兵庫県 上村尚子 春の足音
兵庫県 大⻄ 均 夕景の二人
兵庫県 橋本一子 月夜のディナー
兵庫県 円尾勝行 刻
兵庫県 南田宏子 灯
兵庫県 能田順子 ○ 移り去る歳月
奈良県 竹中信之 陽光溢れる
奈良県 細川麻美子 大台が原
奈良県 杉本 勇 ヨット溜り
奈良県 林 幸枝 少女二人
鳥取県 平岡遵子 いちご狩り
鳥取県 松下昇司 ○ 姉妹の浴衣
島根県 藤本登美 家族の情景Ⅲ
岡山県 赤木 隆 待っている女（ひと）
岡山県 佐藤 賢 オリーブ園
岡山県 力石輝明 作稲の始り
広島県 芥川正博 晩秋の公園
広島県 市川礼子 旅パートⅢ
広島県 岡田義和 River side
広島県 佐藤允俊 祈る
広島県 田原征起 晩秋
広島県 野上豊子 雨上がりのサントロペ
広島県 藤山俊信 朽ちて行く漁具風化せり
広島県 光成和昌 五月頃
広島県 中原裕美子 新緑の頃
広島県 菅尾洋子 ○ 春風の庭
香川県 佐藤幾二郎 浅春蒜山高原
福岡県 大隈信夫 ちっご川・春
佐賀県 ⻘木孝安 生月島⻄海岸
⻑崎県 貞松 忠 渓流の春
⻑崎県 井⼾口達三 源泉PART2 (雲仙)
熊本県 嶋山順子 願わくば
熊本県 下條久美子 朝
熊本県 渡邊多美子 暮秋の候
熊本県 塩川邦子 リズム
熊本県 岩崎京子 ○ 白い教会
大分県 村上明子 秋の紅葉
鹿児島県 日崎隆広 ○ 羽ばたけ！！
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⻘森県 川村章子 寺屋敷跡の槻（欅）
宮城県 遠藤 敦 池のコテージ
福島県 阿部和生夫 ○ 奥入瀬渓流
茨城県 吉田道子 テノール歌手
栃木県 髙橋敏子 菩提寺の古木
栃木県 林 幸代 静かな時
栃木県 酒井敬子 ○ 懐古
栃木県 高橋千恵子 ○ せせらぎ
栃木県 伊藤悠紀子 ○ 古い牛乳缶と人形
群馬県 塚本公二 刻の経過
埼玉県 内藤一美 静物
埼玉県 柿沼知惠子 樹根
埼玉県 齋藤 忠 杭が並ぶ池
埼玉県 池上武紘 ○ 縄文の女神
埼玉県 榎本朋恵 ○ 楽しい予感 ＃1
埼玉県 神澤のり子 緑陰
千葉県 柴﨑 良 居場所
千葉県 秦 洋子 ○ あじさい
千葉県 荒井正雄 tonight
東京都 鈴木夏子 アトリエの薔薇
東京都 渡辺篤子 Ｆar   ahead  （はるか前方に）
東京都 住谷宏躬 異次元の乱世
東京都 佐藤裕子 歌姫
東京都 山根理恵 オレスト ヘッドからの眺め
東京都 大上節子 チロルを想う
東京都 伊藤沙桜 Bonfire
東京都 江⼾陽⾳ 〇 静物ー２０２１
東京都 柴 譲一郎 〇 春に
東京都 酒見道子 待つ
東京都 渋谷節子 ブラチスラバ城
東京都 吉田二三子 Go to eats
東京都 佐竹明子 植え込みⅡ
東京都 ⻄山直子 ○ ここで待っている
神奈川県 山田美佐子 老父と畑
神奈川県 後藤惠美子 ナスの花
神奈川県 山田裕之 ○ 春
山梨県 坂本 充 春待つ窓辺
岐阜県 林田鶴美 ○ カルガモの親子
岐阜県 中村健治 山里
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岐阜県 森川武嗣 ○ 吹雪の三井山
岐阜県 廣瀬智加子 ○ 水上マーケット
岐阜県 関谷博子 ○ ⺟子像
岐阜県 山口千津子 ○ ひと夜の輝き
岐阜県 ⽯⿊惠子 waterfall
岐阜県 板橋正子 ○ ⻘⾐
岐阜県 佐藤真杜 ラティメリア
岐阜県 榊原由美子 ○ あこがれ
岐阜県 久保田悠斗 工房卓にて
岐阜県 藤井真椰 ○ しゃぼんだま
岐阜県 安藤優花 パルク・ド・アトラクシオン
岐阜県 野原久美子 ○ 月明かり
岐阜県 村田桂子 ちょっとひと休み
岐阜県 加藤けい ○ 樹の歌
岐阜県 河合佳世子 ○ 舞台袖
岐阜県 髙橋啓子 ○ 客を待つ
岐阜県 赤座 壽 ○ 博多ナイト
岐阜県 北村多佳子 ○ ガムラスタンの初夏
岐阜県 小森治美 ○ 孫の夏休み
岐阜県 竹中富子 ○ 午後の庭
岐阜県 髙橋栄子 ミゼットに乗って
岐阜県 大塚佳美 ○ かえる
岐阜県 源 雅子 ○ 宝剣岳
岐阜県 太田 茂 ○ 修道院
岐阜県 ⻑瀬 博 ○ 夜明け前 初冬の山
岐阜県 安江真吏亜 margin
岐阜県 松浦良明 シャンハイの夕べ
愛知県 熊澤美貴 新しい地平線の花嫁
愛知県 洞⼾常雄 オクトパスⅢ
奈良県 松浦博子 ○ すすき野暮色・曽爾高原
広島県 谷津真智子 ひととき（稽古場にて）
山口県 ⻑谷川和子 睡蓮
山口県 阿津地きえ子 春の訪れ
山口県 小川良子 天神祭の日
山口県 有国悦子 室積風景
山口県 藤高春子 6月の阿蘇
山口県 竹川雪子 秋の冠高原
山口県 宮坂和枝 出勤風景
福岡県 大井菜々美 ○ 優しい⾳色
福岡県 依田桜子 20歳の自画像
⻑崎県 山口弘流 残村（滅びゆく村）
⻑崎県 浦岡照幸 ○ ガスタンクのある街


