
資 料 提 供 

提 供 日 令和元年年10月10日 

担当課(室) 文化学術課 

担 当 者 宮脇・栗栖 

電   話 073-441-2052 
内   線 2052 

 

第７３回和歌山県美術展覧会（日本画・工芸部門）の審査結果について 

 

 このことについて、令和元年１０月１０日（木）に審査を行った結果、下記の

とおりとなりました。 

 

記 

 

１ 日本画部門（出品点数２７点、出品者数２７人） 

入選数１８点（氏名等については別紙参照） 

    うち、入賞５点（最優秀賞１点、優秀賞１点、佳作３点） 

 

 ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

角野 千佳子 鈴木 薫 増田 淑子 南口 みどり 飯尾 由美子 

 

２ 工芸部門（出品点数４１点、出品者数３８人） 

入選数２０点（氏名等については別紙参照） 

うち、入賞７点（最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作４点） 

 

 ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

井澤 正憲 寒川 栖豊 田中 利恵子 田中 紀子  

西村 修次 山田 健二 外館 和子  

 

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） 

 

招待作家展（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） 

招待作家展（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

k2009 最優秀賞 加藤　叔子 かとう　としこ 和歌山市 日本画

k2014 優秀賞 正木　佐和 まさき　さわ 和歌山市 日本画

K2001 佳作 髙松　武朗 たかまつ　たけろう 岩出市 日本画

k2004 佳作 安藤　貴久子 あんどう　きくこ 和歌山市 日本画

k2011 佳作 谷口　澄子 たにぐち　すみこ 橋本市 日本画

k2003 入選 赤田　友美 あかた　ゆうみ 有田郡湯浅町 日本画

k2005 入選 田中　佳代 たなか　かよ 有田市 日本画

k2007 入選 大橋　みどり おおはし　みどり 海南市 日本画

k2008 入選 吉田　見枝 よしだ　みえ 和歌山市 日本画

k2010 入選 中村　治 なかむら　おさむ 岩出市 日本画

k2013 入選 小野　千寿子 おの　ちずこ 日高郡日高川町 日本画

k2018 入選 亀岡　俊和 かめおか　としかず 伊都郡かつらぎ町 日本画

k2019 入選 宮田　有子 みやた　ともこ 和歌山市 日本画

k2022 入選 西端　諭利 にしばた　ゆり 御坊市 日本画

k2023 入選 橋本　厚洋 はしもと　あつひろ 御坊市 日本画

k2024 入選 岩田　美弥 いわた　みや 大阪府高石市 日本画

k2028 入選 鈴木　清子 すずき　さやこ 日高郡日高町 日本画

k2029 入選 宮本　勇 みやもと　いさむ 日高郡日高川町 日本画



出品番号 賞／入選 雅号 ふりがな（雅号） 市町村名 部門

k5009 最優秀賞 後藤　佳世子 ごとう　かよこ 和歌山市 工芸

k5005 優秀賞 礒田　好子 いそだ　よしこ 東牟婁郡古座川町 工芸

k5015 優秀賞 池田　光博 いけだ　みつひろ 海南市 工芸

k5004 佳作 宮内　昇 みやうち　のぼる 大阪府貝塚市 工芸

k5033 佳作 寒川　朗 さむかわ　あきら 西牟婁郡白浜町 工芸

k5036 佳作 嶋本　弘子 しまもと　ひろこ 和歌山市 工芸

k5040 佳作 吉田　絵美 よしだ　えみ 岩出市 工芸

K5002 入選 西岡　眞規 にしおか　まき 和歌山市 工芸

k5006 入選 梅野　京子 うめの　きょうこ 有田郡湯浅町 工芸

k5008 入選 阪口　敏子 さかぐち　としこ 御坊市 工芸

k5012 入選 尾越　加代子 おごし　かよこ 大阪府泉南郡熊取町 工芸

k5013 入選 北垣　信江 きたがき　のぶえ 日高郡日高町 工芸

k5021 入選 中津　靖子 なかつ　やすこ 大阪府泉南郡岬町 工芸

k5023 入選 田中　淳子 たなか　あつこ 和歌山市 工芸

k5024 入選 髙井　良子 たかい　よしこ 橋本市 工芸

k5026 入選 西岡　伊津子 にしおか　いつこ 大阪府阪南市 工芸

k5030 入選 原　明 はら　あきら 和歌山市 工芸

k5034 入選 嶋本　博文 しまもと　ひろふみ 和歌山市 工芸

k5035 入選 田中　貴賀 たなか 　たかよし 岩出市 工芸

k5038 入選 小川　久仁子 おがわ　くにこ 有田郡湯浅町 工芸


