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第７３回和歌山県美術展覧会（洋画・彫塑部門）の審査結果について 

 

 このことについて、令和元年１０月９日（水）に審査を行った結果、下記のと

おりとなりました。 

 

記 

 

１ 洋画部門（出品点数１３３点、出品者数９８人） 

入選数６８点（氏名等については別紙参照） 

    うち、入賞１６点（最優秀賞１点、優秀賞５点、佳作１０点） 

 

  ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

岩峪 賢次 榎本 敬子 小川 昭造 小川 泰弘 面矢 元子 

阪本 聡  山本 実  吉本 進一 三隅 俊昭 出原 均 

 

２ 彫塑部門（出品点数８点、出品者数８人） 

入選数８点（氏名等については別紙参照） 

    うち、入賞６点（最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作３点） 

 

  ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

岡本 勝利 山根 淳史 平井 章一 

 

展示日程等 

洋画・日本画･書･写真・工芸・彫塑 

令和 2 年 1 月 15 日（水）～1 月 19 日（日）9:30～17:00 

   和歌山県立近代美術館（和歌山市吹上 1-4-14） 

華道 

令和 2 年 1 月 15 日（水）～1 月 19 日（日）9:30～17:00  

※1 月 19 日は 15:00 まで 

ホテルアバローム紀の国 ギャラリー龍門（和歌山市湊通丁北 2-1-2） 

 

招待作家部門（洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑） 

令和 2 年 1 月 15 日（水）～1 月 19 日（日）9:30～17:00  

和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通 1-1） 

招待作家部門（華道） 

令和 2 年 1 月 15 日（水）～1 月 19 日（日）9:30～17:00  

※1 月 19 日は 15:00 まで 

ホテルアバローム紀の国 ギャラリー龍門（和歌山市湊通丁北 2-1-2） 

・開会式典は、1 月 15 日（水）9 時 30 分から和歌山県立近代美術館にて開催 

・表彰式典は、1 月 18 日（土）11 時から和歌山県立近代美術館 1 階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙにて開催 

※知事から楯・賞状の授与を予定しております。 

 



出品番号 賞／入選 雅号 ふりがな（雅号） 市町村名 部門

k1086 最優秀賞 楠瀬　伸和 くすせ　のぶかず 海南市 洋画

k1029 優秀賞 無井　由希子 むい　ゆきこ 和歌山市 洋画

k1045 優秀賞 三阪　篤子 みさか　あつこ 和歌山市 洋画

k1047 優秀賞 堀　憲子 ほり　ふみこ 和歌山市 洋画

k1051 優秀賞 田中　淳子 たなか　あつこ 和歌山市 洋画

k1080 優秀賞 吉田　美紀子 よしだ　みきこ 和歌山市 洋画

K1022 佳作 川嶋　夏生 かわしま　なつお 有田市 洋画

k1027 佳作 小原　千冬子 おはら　ちとこ 和歌山市 洋画

k1031 佳作 辻本　紀公子 つじもと　きくこ 紀の川市 洋画

k1041 佳作 立本　みさほ たちもと　みさほ 和歌山市 洋画

k1043 佳作 島田　博雄 しまだ　ひろお 和歌山市 洋画

k1060 佳作 上ノ山　博也 うえのやま　ひろなり 海南市 洋画

k1071 佳作 佐藤　円 さとう　まどか 和歌山市 洋画

k1094 佳作 出山　良子 いでやま　りょうこ 橋本市 洋画

k1097 佳作 岩崎　孝志 いわさき　たかし 和歌山市 洋画

k1123 佳作 棗　多江子 なつめ　たえこ 有田市 洋画

K1001 入選 中西　信行 なかにし　のぶゆき 御坊市 洋画

K1003 入選 近藤　瑞穂 こんどう　みずほ 田辺市 洋画

K1004 入選 近藤　豊美子 こんどう　とみこ 田辺市 洋画

K1008 入選 藤本　深恵 ふじもと　みえ 東牟婁郡太地町 洋画

K1009 入選 大野　ちづる おおの　ちづる 新宮市 洋画

K1012 入選 山本　喜代美 やまもと　きよみ 東牟婁郡那智勝浦町 洋画

K1013 入選 圦本　Ai ゆりもと　あい 和歌山市 洋画

K1016 入選 下向　栄一 しもむかい　えいいち 新宮市 洋画

K1017 入選 前田　量子 まえだ　りょうこ 海南市 洋画

K1020 入選 山田　康廣 やまだ　やすひろ 和歌山市 洋画

k1023 入選 藤谷　万里子 ふじたに　まりこ 和歌山市 洋画

k1026 入選 日下　稔之 くさか　としゆき 大阪府泉南市 洋画

k1033 入選 稲谷　秀樹 いなたに　ひでき 岩出市 洋画



k1037 入選 福原　正敬 ふくはら　しょうけい 紀の川市 洋画

k1040 入選 川崎　元 かわさき　はじめ 紀の川市 洋画

k1053 入選 中本　礼子 なかもと　れいこ 和歌山市 洋画

k1054 入選 山門　佳子 やまかど　よしこ 東牟婁郡那智勝浦町 洋画

k1055 入選 重石　景子 かさねいし　けいこ 田辺市 洋画

k1056 入選 松本　芳子 まつもと　よしこ 和歌山市 洋画

k1057 入選 中　宣忠 なか　のりただ 御坊市 洋画

k1058 入選 大和　武雄 やまと　たけお 西牟婁郡白浜町 洋画

k1061 入選 南　洋平 みなみ　ようへい 和歌山市 洋画

k1064 入選 辻　環 つじ　たまき 橋本市 洋画

k1066 入選 木下　弘子 きのした　ひろこ 日高郡みなべ町 洋画

k1067 入選 中東　照茂 なかひがし　てるしげ 和歌山市 洋画

k1069 入選 野上　久美代 のかみ　くみよ 橋本市 洋画

k1073 入選 蒲原　靖夫 かんばら　やすお 御坊市 洋画

k1075 入選 木村　三貴 きむら　みき 和歌山市 洋画

k1076 入選 土井　康雄 どい　やすお 紀の川市 洋画

k1078 入選 梅本　純子 うめもと　じゅんこ 和歌山市 洋画

k1081 入選 坂口　良治 さかぐち　よしはる 和歌山市 洋画

k1082 入選 前　敏夫 まえ　としお 御坊市 洋画

k1083 入選 江戸　美鈴 えど　みすず 和歌山市 洋画

k1087 入選 米倉　くに子 よねくら　くにこ 和歌山市 洋画

k1089 入選 辻本　渡 つじもと　わたる 和歌山市 洋画

k1091 入選 中川　妙子 なかがわ　たえこ 岩出市 洋画

k1096 入選 古谷　登 ふるたに　のぼる 日高郡みなべ町 洋画

k1100 入選 桑原　近枝 くわはら　ちかえ 奈良県五條市 洋画

k1103 入選 梅本　眞佐子 うめもと　まさこ 西牟婁郡上富田町 洋画

k1106 入選 大山　江美子 おおやま　えみこ 和歌山市 洋画

k1107 入選 檜　ふじゑ ひのき　ふじえ 和歌山市 洋画

k1110 入選 寺田　宗功 てらだ　むねはる 橋本市 洋画

k1114 入選 髙木　陽那乃 たかぎ　ひなの 和歌山市 洋画

k1119 入選 南　里奈 みなみ　りな 和歌山市 洋画



k1125 入選 阪田　文代 さかた　ふみよ 紀の川市 洋画

k1128 入選 佐古　愛里沙 さこ　ありさ 田辺市 洋画

k1131 入選 稲田　ちり いなだ　ちり 日高郡みなべ町 洋画

k1133 入選 谷本　凜 たにもと　りん 田辺市 洋画

k1142 入選 和佐　光 わさ　ひかる 田辺市 洋画

k1145 入選 綿野　淳子 わたの　じゅんこ 海南市 洋画

k1146 入選 乾　しょうこ いぬい　しょうこ 和歌山市 洋画

k1148 入選 堀田　いつ子 ほった　いつこ 和歌山市 洋画



出品番号 賞／入選 雅号 ふりがな（雅号） 市町村名 部門

k6004 最優秀賞 田村　元 たむら　はじめ 和歌山市 彫塑

k6001 優秀賞 日根　宏幸 ひね　ひろゆき 和歌山市 彫塑

k6002 優秀賞 弓塲　祥世 ゆば　あきよ 田辺市 彫塑

k6005 佳作 芝田　源治 しばた　げんじ 田辺市 彫塑

k6006 佳作 海野　愛理 うんの　あいり 西牟婁郡上富田町 彫塑

k6007 佳作 湯川　佳応理 ゆかわ　かおり 日高郡印南町 彫塑

k6008 入選 小南　重三 こみなみ　じゅうぞう 伊都郡高野町 彫塑

k6009 入選 大西　美和子 おおにし　みわこ 和歌山市 彫塑


