
no. 審査結果 題名 作者名 住所

1 大賞 memento （グンバイナズナ） 保手濱 拓 山口市

2 優秀賞 糸デッサン 小川 基博 防府市

3 優秀賞 重い夏 河野 孝文 光市

4 優秀賞 萩鉄釉彩鉢 田原 崇雄 長門市

5 優秀賞 水の恵み（柳井市日積鳩子の滝） 西本 富雄 柳井市

6 優秀賞
『ドゥローイングによる行為とその現
象　K・A・R・E・S・A・N・S・U・I

山口県立美術館２Ｆバージョン』
ミヨシイチロウ 岩国市

7 佳作 テーブル イソベ キョウジ 長門市

8 佳作 残暑の頃 内山 えいじ 周南市

9 佳作 Fugitives & Intruders 大村 洋二朗 広島県

10 佳作 淡青釉鉢 岡田 泰 萩市

11 佳作 青春 岡本 国治 周南市

12 佳作 壺　可愛らしさをイメージして 國本 八重子 宇部市

13 佳作 NEXT WORLD 國本 ゆうじ 萩市

14 佳作
TRACES OF MY LIFE

-by routine English exercise
斉藤 武男 萩市

15 佳作 宙桜 重村 哲雄 山口市

16 佳作 宇宙花火 重村 哲雄 山口市

17 佳作 黒彩器 渋谷 英一 萩市

18 佳作 平面で構成された器　「屹」 嶋本 葉介 宇部市

19 佳作 緋彩線条文壺 土田 柾江 下松市

20 佳作 生命 土肥 健次 岩国市

21 佳作 三匹の砦 止原 理美 萩市

22 佳作 散華乱舞　Ⅰ 中谷 碧都梨 下関市

23 佳作 緑のスカート 遊 洋子 下松市

24 佳作 ミズノシラベ-Ring267-時の変容 ハセガワタカシ 山口市

25 佳作 万華郷 林 由喜子 山口市

26 佳作 untitled 平田 詩織 周防大島町

27 佳作 松の葉の赤・青・黄色で○△□ 平山 悟 宇部市

28 佳作 漁火のシンフォニー 藤田 正利 萩市

29 佳作 糧（牛）2016 古川 勝也 山口市

30 佳作 「Hi cheese !」 松田 淳 島根県

31 佳作 熟れる角土 松本  一雄 下関市

32 佳作 Days 村岡 真樹 下関市

33 佳作 ひろしの心を詠む 村中 寛 岩国市

34 佳作 プリクラ人形 安森 信 長門市

35 佳作 TRAVEL-１ 山下 哲郎 周防大島町

36 佳作 地にあるモノ 吉見 健太郎 山口市

37 佳作
「命の灯」
〈生命の尊さは、何処に逝く？〉

Monzo 渡邉 周南市

38 入選 しかし意志をもって浮かび出る 足立 陽子 防府市

39 入選 自然が造る造形 新井 正義 周南市

40 入選 掛分け焼締め壺 池田 百合雄 山陽小野田市

41 入選 紅涼 石橋文子 島根県

42 入選 想・在 一瀬 章雄 長崎県

43 入選 夏の通り道 稲葉 彬子 福岡県

44 入選 SHINSHIMO国－帰途－ 井上 千秋 下関市

45 入選 夢の先　Ⅱ 井上親彦 下関市

46 入選 合麻なる私が二人 宇界 合麻 美祢市

47 入選 ヨットハーバー 印藤 恒夫 下関市

48 入選 昨今より　portrait file 1999「劣化」 上本 ひとし 下松市

49 入選 森のパンケーキ 牛尾 篤 山口市

50 入選 風 榎本 ふさ江 宇部市

51 入選 森に続く仮設住宅プラン

逢坂 日出夫

河野 文彦

田中 径

平生町

第70回山口県美術展覧会　審査結果

1 



52 入選 残像 大池 惠 下関市

53 入選 初期衝動～創造と破壊～ 太田 晃貴 山口市

54 入選 Femme fatale 岡崎 郁子 美祢市

55 入選 マーブル舟鉢の漂よう 長田 凱夫 山口市

56 入選 形質発現 織田 隼生 石川県

57 入選 流水のメッセージ 片山 一美 周南市

58 入選 萩黒彩正方皿 兼田 知明 萩市

59 入選 テニ・ヤンマ 河田 徹也 山口市

60 入選 MUKURO

河野 文彦

逢坂 日出夫

田中 径

光市

61 入選 あしたのめ、旅立ち Ⅱ 木村 富廣 下関市

62 入選 煌夜 木本 多津子 周南市

63 入選 ナナイロタマゴ 國澤 啓 周南市

64 入選 ネイチャーランド 國弘 均 周南市

65 入選 私のピエール・Ｍon Ｐｉｅｒｒｅ 國本 ゆうじ 萩市

66 入選 ダンボールの詩－ひとり 黒田 悌弘 山口市

67 入選 ダンボールの詩－ゆめの中へ 黒田 悌弘 山口市

68 入選 少女 神徳 秀夫 山口市

69 入選 幽 古賀 隆光 宇部市

70 入選 錦帯橋 小林 彬 周南市

71 入選 赫平器 小林 征児 茨城県

72 入選
百才で逝って女神になった母（I）-母と

私-
坂井 眞理子 東京都

73 入選 桃白釉線紋鉢 坂倉 善右衛門 長門市

74 入選 転機（己の殻を破るとき） 坂本 孝一 下関市

75 入選 不可思議 佐々木 研己 山口市

76 入選 ヨミガエル-オレ達の出番

佐藤 和成

逢坂 日出夫

河野 文彦

TAO

光市

77 入選 めぐり　めぐるよ 佐藤 文恵 宇部市

78 入選 た・ま・ね・ぎ 島田 智枝 岩国市

79 入選 うれしい豊作 島田 智枝 岩国市

80 入選 夢は今もめぐりて 下瀬 信雄 萩市

81 入選 KASUMI-KA-KUMO-KA 城 勝邦 周南市

82 入選 「9.11」から15年。まだ終らない。 白木 靖子 下松市

83 入選 楽しかった事だけを書いた手紙 白木 靖子 下松市

84 入選 めじろおし・６ 進 ミツ子 光市

85 入選 THE BODY 杉永 博人 山口市

86 入選 それぞれの日々 杉山 和郎 長門市

87 入選 大鉢宇宙（空） 角屋敷 公子 周南市

88 入選 ダイヤ文花器 角屋敷 公子 周南市

89 入選 夏の譜 田中 計江 周南市

90 入選 生活 田中 崇稔 山口市

91 入選
翼あらば千里の外も飛めぐりよろづの國
を見んとぞ思ふ

谷 李苑 山口市

92 入選 鶴首花瓶・舞い螢 谷口 稔 宇部市

93 入選 刻・人間魚雷「回天」 田畑 省自 周南市

94 入選 ウェザーリポート 玉野 淑子 周南市

95 入選 藁釉鉢 玉村 信一 萩市

96 入選 エンドレス　クロス 田村 千晶 光市

97 入選 板書 千葉 喜彦 山口市

98 入選 強者 徳田 和幸 下松市

99 入選 待ちわびる・・・ 徳永 和代 山口市

100 入選 和の周波数 YorozuArt 山口市

101 入選 五橋の春 鳥越 直道 山口市

102 入選 砂の造形 中谷 伸 萩市
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103 入選 波飛沫 中西 正 周南市

104 入選
『にいにい　ぼくサメをつりたかっ
た・・・』

中野 速美 下関市

105 入選 木霊の森 中村 正 萩市

106 入選 「あつい～」 中本 智子 宇部市

107 入選 過去から未来へ合成 西尾 司 周南市

108 入選 刻のかたち 西岡 康雄 光市

109 入選 回顧にみる 西澤 佑 山口市

110 入選 Drink me 西澤 佑 山口市

111 入選 海底ギャング 西村 茂雅 山口市

112 入選 惜別の青 野村 輝昭 山口市

113 入選 大海原のいのちの営み 原田 安子 周南市

114 入選 生の証 東島 晋 周南市

115 入選 ivy ＆ stain 東島 晋 周南市

116 入選 海の子宮 美藤 信市 山口市

117 入選 無 平賀 崟司 広島県

118 入選 うず潮 平野 悦子 下関市

119 入選 秋吉台の地層 平野 教道 宇部市

120 入選 ○△□ 平山 悟 宇部市

121 入選 二つの銀河（天と地 2） 弘中 武士 周南市

122 入選 共生 福田 眞理子 山口市

123 入選 線模様氷裂壺 藤井 輝昭 周南市

124 入選 山頭火句「生死の中の雪ふりしきる」 藤井 宗男 周南市

125 入選 ０時の壁・月の中 古谷 幸明 宇部市

126 入選 一瞬の太陽　（下関市矢玉にて） 前野 法広 下関市

127 入選 鼓動　2016 正田 明子 下関市

128 入選 山頭火の句　I 松田 政道 山陽小野田市

129 入選 リフレクション　＃1 松本 晃弘 山口市

130 入選
ダンテの『神曲』による五つの私見
（Ⅰ～Ⅴ）

峯 公四郎 下関市

131 入選 オバマ大統領を見る広島市民 宮武 裕 広島県

132 入選 親鸞の歩み 宗岡 卓治 下関市

133 入選 サイドボード「羽」 村田  直樹 美祢市

134 入選 異変に不安が募る 村中 寛 岩国市

135 入選 同志 守山 幸伸 宇部市

136 入選 笑っている　怒っている（ライオン） 山下 知己 山口市

137 入選 再生へ 山田 章 下関市

138 入選 漁場 山田 史生 防府市

139 入選 布目市松文鉢 山根 公子 周南市

140 入選 ふるさと 山根 秀信 山口市

141 入選 相 山本 恵子 岩国市

142 入選 Fun 山本 博子 山陽小野田市

143 入選 牛の憂欝 山本 ふみ子 宇部市
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