
第36回 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 帰ろう

青森県 三宅勝義 先導

青森県 須﨑　篤 林道沿いの茂み

岩手県 大地山みつの 案山子のいるところ

岩手県 高橋ひらみつ 岩と清水

宮城県 浅野美代子 ママとねーねと私とミミと

宮城県 渥美裕司 森の中

宮城県 大槻弘子 黄昏

宮城県 大庭彦三 欅の杜

宮城県 小野寺静子 さようなら サン･ファン･バウチスタ

宮城県 川村　武 小さな白い花束

宮城県 佐藤美子 デイドリーム（白昼夢）

宮城県 千田秀子 風はしる

宮城県 長谷部榮佑 仙台、操車場、雪

宮城県 林　しづ子 家族

宮城県 三浦良己 生きる

宮城県 村上温子 山門の秋

宮城県 名生三郎 大根干し

宮城県 矢野奈津子 お散歩

宮城県 秋澤美智子 凛として

宮城県 諏訪堯美 読書

宮城県 兼平礼子 冬景色

宮城県 生天目恵美子 刻を経ても

宮城県 平野恵子 風景

宮城県 千葉悦子 Fantasy

宮城県 池田ミチ 店の前の２人

宮城県 千葉裕子 雪が降った日

宮城県 武内たま子 凛

山形県 伊藤ユキ子 雪の坂道

山形県 田中富行 早春・晴れた日

福島県 阿部健一 秋日

福島県 川口明美 転た寝

福島県 立谷陽介 ポンテ・ベッキオの情景

福島県 吉田博道 一ノ戸川橋梁

福島県 西條富美子 刻々

福島県 霜山宗一 雪の参道

茨城県 太田幸栄 古都

茨城県 斎藤まゆみ 教会の白い庭



県名 氏名 初出品 題名

茨城県 吉田絹枝 ボートと議事堂

茨城県 丸　彰 浜

茨城県 朴　己燮 土手の標識

茨城県 西木雅人 ○ 木々を見つめて2022

栃木県 亀田和子 共生

栃木県 鈴木政男 老舗（陶舗やまわの店蔵）

栃木県 関　克雄 機関車

栃木県 林　幸代 炎昼

栃木県 酒井敬子 市松人形

栃木県 高橋千恵子 時空（足尾）

群馬県 塚本公二 廃虚

埼玉県 青沼幸村 ドロミテの山塊－Ⅱ

埼玉県 金治真由美 海の見えるキッチン

埼玉県 櫻井悦子 想

埼玉県 田中徹也 守る

埼玉県 対尾美代子 街角

埼玉県 平井久子 珊瑚のネックレス

埼玉県 遠藤仁美 かくれんぼ

埼玉県 大内冨士枝 信濃の春

埼玉県 榎本朋恵 種子乱飛

埼玉県 篠塚裕子 ○ 三人のピエロ

埼玉県 青木佳子 凜

埼玉県 三上功子 地球温暖化(Tokyo Bay)

埼玉県 玉川京子 喜びの日

埼玉県 藤岡博行 北大キャンパス 百年記念会館

埼玉県 大久保　明 世界はつながっている

埼玉県 小暮祥子 AROWANA

埼玉県 寺山澄夫 ○ 里山大榎

埼玉県 齋藤　忠 秋の陽射し

埼玉県 佐藤菊代 幻夢

埼玉県 尾島正市 ランマー

埼玉県 根本雄三 バイブリーの小川

埼玉県 高崎　豊 六月 ビロウドハマキガの休息

千葉県 蟻塚章江 りんご園にて

千葉県 大森真代 私の楽園

千葉県 川﨑みち子 陽春

千葉県 久保田惠子 静寂

千葉県 濵﨑佐知子 映す

千葉県 村上美紗子 今年も咲いた

千葉県 𠮷田　進 旧満州・四平街時代物語

千葉県 近藤　碧 弟



県名 氏名 初出品 題名

千葉県 島田道子 刻

千葉県 黄　暁兵 ○ スタジオ 道端の花002

千葉県 陳　俐維 ○ 喜雀昂頭花燦燦

千葉県 王　彦文 ○ 秋風

千葉県 劉　亜明 ○ 肖像

千葉県 王　　灬 ○ 心象燎原

千葉県 黄　卓君 ○ 風景シリーズ

千葉県 ニゲン ○ 湖湘の風景

千葉県 楊　舟 ○ 芥子園山水册ページ・秋水寒鴉

千葉県 李　剣華 ○ 帰港

千葉県 童　敬海 ○ 私は

千葉県 安蔵保子 船橋漁港の採貝船

千葉県 廣瀬芙美子 ○ 庭

千葉県 マノジュ・マントリ インドの魚売り

千葉県 斉藤幸男 廃船、回想

千葉県 友部美砂子 ○ 朝の散歩道

東京都 大西恭子 夢

東京都 小野晃子 晴れのマンドリン演奏会

東京都 小沼泰之 風力発電設備

東京都 関川修司 卓上のベゴニア

東京都 中野直樹 DIGNITY

東京都 中山洋子 鳥籠のある部屋

東京都 牧　澄雄 ポルト 裏街の壁画

東京都 南　久恵 あの時

東京都 若色和夫 テアトル広場（モンマルトル）

東京都 吉場喜子 しあわせな時間Ⅴ

東京都 伊藤弘子 ○ 秋の運河

東京都 政本和子 魚市場②

東京都 江島杢景 老樹に牡丹図

東京都 細井順正 春待つ取水塔

東京都 金子重信 季節は春

東京都 坂田智也 陽射し

東京都 嵯峨美代子 思いを馳せて

東京都 石川厚子 白い羽根舞う。

東京都 吉田二三子 洞と

東京都 吉田かつ枝 鹿踊り

東京都 久部洋子 ○ 風を誘う

東京都 武岡喜代子 ○ 阿呆踊り

東京都 冨田絹江 人形の部屋

東京都 柴　譲一郎 想い

東京都 鈴木朱美 ひととき



県名 氏名 初出品 題名

東京都 吉田　弘 成人の日（祖母の帯）

東京都 田中京子 南国の夢

東京都 高野欣也 卓上

神奈川県 稲葉悦子 思い出の蓼科

神奈川県 香取恭三 酔芙蓉

神奈川県 深井美恵子 五月の河川敷

神奈川県 佐野美枝子 バラの庭園

神奈川県 山崎莉穂 九份

神奈川県 山田裕之 2021 夏 ベトナム

新潟県 中野　正 深山 緑、萌ゆる

岐阜県 後藤明雄 栄華の跡

岐阜県 長沢悦子 mandarin

岐阜県 藤澤真実 風の子

岐阜県 森本玲子 情熱

岐阜県 安川明子 落日の納屋にて

岐阜県 渡辺悠太 SOUSOU

岐阜県 佐藤真杜 蜃

岐阜県 安藤優花 Kemoのサーカス

岐阜県 野﨑祐一 郷愁（夏祭り）

岐阜県 湯之下正純 浄思睡蓮

岐阜県 野間京子 ブルースカイへ（白き鳥になりて）

岐阜県 榊原由美子 夏が終る

岐阜県 亀谷好隆 波

岐阜県 大塚佳美 地球公園

岐阜県 竹中富子 景

岐阜県 廣瀬智加子 朝の読書

岐阜県 林　田鶴美 自転車のある風景

岐阜県 村田桂子 ミモザをあなたに

岐阜県 種村定子 大寒の融氷

岐阜県 小森治美 時

岐阜県 渡辺侃治 World peace

岐阜県 安江真吏亜 婦人

岐阜県 泥谷恵里 ○ Gemini

岐阜県 富成美佳 ○ 光源

静岡県 浅利憲彦 一望千里

愛知県 佐藤隆夫 白鳥庭園にて

愛知県 豊田　豊 空 海 大地 未来

愛知県 山本栄子 憧憬



県名 氏名 初出品 題名

愛知県 岡本和之 ６％好き

愛知県 細川みどり Dahlia－生きる

三重県 木村礼子 ○ BANANA

大阪府 植田安司 フラミンゴ No.7

大阪府 崔　元順 教会のある漁師町の黄昏

大阪府 佐治るみ子 ライナス

大阪府 寺嶋真里子 いとなみの上を

大阪府 西岡陽子 ふたり

大阪府 新田史子 奏鳴

大阪府 古川孝江 蔵

大阪府 上西好子 カバ舎の光景Ⅱ

大阪府 田伏規子 薔薇色の人生

大阪府 辻井美惠子 窓辺のカサブランカ

大阪府 野賀しゅん 海の声

大阪府 吉田慶子 waiting・祈り

兵庫県 金光明子 華Ⅱ ジューン

兵庫県 坂本規子 アリゾナ

兵庫県 大頭千恵美 散歩道

兵庫県 高田淳子 林間

兵庫県 藤本健治 らくがきの路Ⅳ

兵庫県 三浦淑子 蒼天を衝く

兵庫県 三宅礼子 提灯で飾られた昭和のアーケード街

兵庫県 天野照子 LET'S JUMP!

兵庫県 井原みず江 ○ いなみ野風景

兵庫県 上村尚子 次は、どこへ行く？

兵庫県 北川珪子 ○ トンサンプリ（韓国舞踊）

兵庫県 土橋さよ子 夏の忘れもの

兵庫県 能田順子 なつかしき街角

兵庫県 橋本一子 夢のつづき

兵庫県 南田宏子 出番を待つ

奈良県 林　幸枝 奏でる人

奈良県 杉本　勇 伊吹山冠雪

鳥取県 平岡遵子 ペルー クスコ

鳥取県 松下昇司 倉敷美観地区

島根県 藤本登美 家族の情景2022

岡山県 赤木　隆 段畑（遊子水荷浦）

岡山県 佐藤　賢 オリーブ園

岡山県 平田　渡 ○ 吉備面

岡山県 力石輝明 趣味と休息

広島県 芥川正博 高原の秋

広島県 市川礼子 東大寺別院阿弥陀寺



県名 氏名 初出品 題名

広島県 岡田義和 Relax time

広島県 田原征起 ダム湖 夕映え

広島県 野上豊子 南仏マントンの街を望む

広島県 藤山俊信 音戸の瀬戸

広島県 菅尾洋子 五月の庭

広島県 中原裕美子 ブルージュ

山口県 長谷川和子 潮騒が聞こえる

山口県 羽田武彦 空間と光Ⅰ

山口県 宮坂和枝 造船所跡

山口県 正司健次 瀬戸の光

徳島県 岡田信一 遠くへ

福岡県 大隈信夫 ちっご川・春Ⅱ

佐賀県 青木孝安 夏空

長崎県 貞松　忠 海辺の洞窟

長崎県 水上美智子 ○ 一点集中

長崎県 中村秀世 ○ 朽ちゆくもの

長崎県 小鷹狩軍雄 ○ 捨てられた根木

長崎県 塚田遼平 ○ 拈華微笑

長崎県 井戸口達三 源泉PART Ⅲ

長崎県 石川スミヱ ○ 復活の祈り

熊本県 岩崎京子 ギャラリー

熊本県 嶋山順子 鎮守

熊本県 下條久美子 理

熊本県 渡邊多美子 水の国

熊本県 塩川邦子 閑日

大分県 村上明子 新緑の頃



第36回 日洋展小品部門入選者一覧

県名 氏名 初出品 題名

青森県 米田一夫 夏の奥入瀬

青森県 川村章子 池塘のヒツジ草

宮城県 遠藤　敦 皇居外苑の樹

福島県 清水ナミ子 ○ 悠久の刻

福島県 堅田茂子 ○ 空間のトレモロ

栃木県 貞松　瞳 ○ 囚われの身

栃木県 髙橋敏子 風雪に耐えて

栃木県 三森信孝 ○ 麻袋とピエロ

栃木県 森島　栄 人形の部屋

埼玉県 森国雅代 静物

埼玉県 小出正芳 小春日

埼玉県 神澤のり子 花と人形

埼玉県 田口　博 花かげ

千葉県 小倉　怜 里の歩道

千葉県 矢嶋越郎 ○ You're The One

千葉県 童　雁汝南 ○ FACE TO FACE

千葉県 馬　九思 ○ 将来

千葉県 周　剛 ○ 鉱夫

千葉県 荒井正雄 深大寺風景

千葉県 粟田幸子 初冬 手賀沼

東京都 鈴木夏子 春の響

東京都 渡邉篤子 春の日差し

東京都 佐藤裕子 窓辺

東京都 住谷広躬 文化破壊

東京都 大上節子 マグノリアの香り

東京都 山根理恵 レイキャッスルの午後

東京都 渋谷節子 ニースの海

東京都 Roberta Ysabella Ireton ○ Fancy world

東京都 談　嘉裕 ○ technology

東京都 石田　有 ○ Sahara

東京都 CHARO IRETON ○ FUN & LOVING TIME

東京都 マッシュー・アイアトン ○ SOMEWHERE UP NORTH

東京都 山﨑一子 ○ 鳳凰の空

東京都 小泉常利 落日の霊峰

東京都 佐竹明子 街の片隅Ⅲ

東京都 達谷さくら ○ 大潮

神奈川県 山田美佐子 山行日和

神奈川県 井出房子 ○ デコイとザクロ



県名 氏名 初出品 題名

山梨県 坂本　充 立春

岐阜県 板橋正子 アトリエの少女

岐阜県 河合佳世子 うれしい知らせ

岐阜県 亀井士郎 喫茶エーデルワイス

岐阜県 髙橋栄子 なつの日

岐阜県 関谷博子 姪孫の初モデル

岐阜県 岡田由美子 ６月の高原

岐阜県 中村健治 夏の日

岐阜県 加藤けい 夕影

岐阜県 中村康子 ○ ティータイム

岐阜県 谷阪則子 ○ 晩秋

岐阜県 赤座　壽 ルオータ・パノラミカ

岐阜県 青井容子 ○ 心ほっこり 岐阜の街

岐阜県 林　由美子 ○ ながらの森～石段のある風景

岐阜県 髙橋啓子 初夏の装い

岐阜県 北村多佳子 Ms. Damai（平和）

岐阜県 今井きぬ子 ○ 小雨の散歩道

岐阜県 子安照子 ○ 母と子

岐阜県 源　雅子 山道

岐阜県 松浦良明 シャンハイメモリーズ

岐阜県 久保田悠斗 爆

岐阜県 十川ひかる ○ 黄昏

岐阜県 草彅航希 ○ メルヘン牧場

岐阜県 大場琢矢 ○ 小宇宙の英雄

岐阜県 星屋康丞 ○ fairy tale

岐阜県 藤井真椰 蒼の世界

岐阜県 武藤研多 ○ Lemon

愛知県 熊澤美貴 M. De Carufel

愛知県 幸村裕子 ○ 秋色

愛知県 Morgue ○ 虚龍

愛知県 西本ミア ○ 希望

愛知県 洞戸常雄 オクトパスⅣ

愛知県 上杉幾美 ○ S氏の肖像

三重県 春日谷晴美 ○ 翔

京都府 池尻真利子 ○ 朝焼け・ベーカリーにて

大阪府 仁瓶早苗 秋

大阪府 田中弘子 ○ 希望の奏

兵庫県 永田　勉 有馬瑞宝寺公園 紅葉

奈良県 越智寿和子 ○ 銀杏の連木

奈良県 松浦博子 想・仁淀川

岡山県 山口興紀 ○ 室戸の海（２月）



県名 氏名 初出品 題名

広島県 花岡武紀 ○ 紅葉谷 秋色

山口県 藤高春子 ワイングラス

山口県 竹川雪子 錦秋

山口県 阿津地きえ子 海景 初夏

山口県 小川良子 初夏


