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第７４回和歌山県美術展覧会（写真・華道部門）の審査結果について 

 

 このことについて、令和２年１０月１２日（月）に審査を行った結果、下記の

とおりとなりました。 

 

記 

 

１ 写真部門（出品点数６２点、出品者数５２人） 

入選数３１点（氏名等については別紙参照） 

    うち、入賞１０点（最優秀賞１点、優秀賞３点、佳作６点） 

 

  ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

神田 真奈美 照井 四郎 花畑 重靖 山中 健次 安田 篤生 

 

２ 華道部門（出品点数３点、出品者数３人） 

入選数３点（氏名等については別紙参照） 

    うち、入賞３点（最優秀賞１点、優秀賞１点、佳作１点） 

 

  ※ 審査員は、次の方々です。（敬称略） 

   福永 八千代 宮脇 尚子 宇田 土風 

 

展示日程等 

洋画・日本画･書･写真・工芸・彫塑 

令和 3 年 1 月 13 日（水）～1 月 17 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 3 年 1 月 13 日（水）～1 月 17 日（日）9:30～17:00  

※1 月 17 日は 15:00 まで 

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（洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑・華道） 

令和 3 年 1 月 13 日（水）～1 月 17 日（日）9:30～17:00  

※華道は 1 月 17 日 15：00 まで  

和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通 1-1） 

 

・開会式典は、1 月 13 日（水）9 時 30 分から和歌山県立近代美術館にて開催 

   ※コロナ感染予防対策のため中止となる可能性があります。 

 

・表彰式典は、1 月 16 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。 
※コロナ感染予防対策のため中止となる可能性があります。 

 



出品番号 賞／入選 雅号 ふりがな（雅号） 市町村名 部門

K4049 最優秀賞 宮下　健太郎 みやした　けんたろう 海南市 写真

K4001 優秀賞 笹本　教導 ささもと　のりみち 有田川町 写真

K4028 優秀賞 常田　茂 つねだ　しげる 紀美野町 写真

K4055 優秀賞 常田　八惠子 つねだ　やえこ 紀美野町 写真

K4005 佳作 谷口　幸永 たにぐち　ゆきなが かつらぎ町 写真

K4042 佳作 山口　敏幸 やまぐち　としゆき 有田市 写真

K4043 佳作 上ノ山　陽子 うえのやま　ようこ 海南市 写真

K4044 佳作 森脇　節子 もりわき　せつこ 海南市 写真

K4048 佳作 森田　敏明 もりた　としあき 紀美野町 写真

K4068 佳作 木戸　逸子 きど　いつこ 和歌山市 写真

K4007 入選 中道　望 なかみち　のぞむ 海南市 写真

K4011 入選 平松　正大 ひらまつ　せいだい 有田川町 写真

K4020 入選 大橋　寛治 おおはし　かんじ 湯浅町 写真

K4021 入選 山本　一也 やまもと　かずや 御坊市 写真

K4023 入選 宮﨑　美智子 みやざき　みちこ 和歌山市 写真

K4029 入選 権出　毅一 ごんで　きいち 紀美野町 写真

K4030 入選 川幡　敏次 かわばた　としつぐ 海南市 写真

K4031 入選 糸川　達夫 いとがわ　たつお 海南市 写真

K4035 入選 石山　トシ子 いしやま　としこ 海南市 写真

K4037 入選 石橋　洋一 いしばし　よういち 和歌山市 写真

K4045 入選 稲田　明美 いなだ　あけみ 海南市 写真

K4047 入選 大谷　明 おおたに　あきら 海南市 写真

K4050 入選 小池　秀和 こいけ　ひでかず 和歌山市 写真

K4053 入選 北山　道男 きたやま　みちお 和歌山市 写真

K4054 入選 南口　敏彦 みなみぐち　としひこ 海南市 写真

K4057 入選 新家　益代 しんけ　ますよ 有田川町 写真

K4059 入選 小畑　英三 こばた　えいぞう 和歌山市 写真

K4061 入選 辻　雅司 つじ　まさじ 和歌山市 写真

K4065 入選 坂口　享 さかぐち　すすむ 和歌山市 写真



K4066 入選 朝井　郁子 あさい　いくこ 海南市 写真

K4067 入選 龍田　経子 たつた　けいこ 和歌山市 写真



出品番号 賞／入選 雅 号 ふりがな（雅号） 市町村名 部 門

K7001 最優秀賞 楠石　佳代 くすいし　かよ 和歌山市 華道

K7002 優秀賞 藤井　豊節 ふじい　ほうせつ 岩出市 華道

K7003 佳作 梶本　幸嗣 かじもと　こうじ 和歌山市 華道


