
no. 審査結果 題名 作者名 住所

1 大賞 Loop　Town 津川 奈菜 広島県

2 優秀賞 錦帯橋連景 岩国絵画クラブ 岩国市

3 優秀賞 Gallery 小松原 裕輔 広島県

4 優秀賞 葛 竹内 久美子 宇部市

5 優秀賞 self-portrait 平田 詩織 周防大島町

6 優秀賞 そこのみ、光輝く 吉⾒ 健太郎 山口市

7 佳作 time limit 2030 上本 ひとし 下松市

8 佳作 どこまでも⻘く 大下 和利 宇部市

9 佳作 今日も明日のゴミ作ろう 大村 洋二朗 広島県

10 佳作 いつかそこに⾏けるなら 岡 寿子 下関市

11 佳作 岡村邦彦さん、あなたは画家になれたのですか？ 岡村 邦彦 山口市

12 佳作 紙光庵 川根 翔太 周南市

13 佳作 乳色の闇 河村 定生 下松市

14 佳作 雑歌 佐々木 範子 山口市

15 佳作 この激昂が、私のすべてを支配する 白藤 さえ子 神奈川県

16 佳作 火鉢と白い花 竹重 弘子 福岡県

17 佳作 八十歳の記憶（雨） 田中 穣 光市

18 佳作 ネコは知っている ・・・・ニャンにもかも!! 谷本 篤 周南市

19 佳作 てふてふ舞う 土谷 寛子 山口市

20 佳作 凛 ⻄林 美奈子 山口市

21 佳作 百代めぐり歌 沼田 愛実 萩市

22 佳作 Colossoma 翡翠 下関市

23 佳作 罅釉掛分け大鉢 藤井 輝昭 周南市

24 佳作 「の」の字の「の」の字 藤井 宗男 周南市

25 佳作 初詣で（下関市⻲山八幡宮） 前野 法広 下関市

26 佳作 ももくり（美術館用） 松田 淳 島根県

27 佳作 昨日と今 松本 晃弘 山陽小野田市

28 佳作 『ドゥローイングによる⾏為とその現象　C・H・I・K・U・R・I・N
山口県⽴美術館 2Fバージョン』 ミヨシイチロウ 岩国市

29 佳作 その先について・・・・ Motoco　Tanabe 山口市

30 佳作 ひふみちゃん（習作） 安永 福美 岩国市

31 佳作 頭の中のホワイトアウト 山根 憲之 宇部市

32 佳作 旅 吉﨑 紀子 防府市

第73回山口県美術展覧会　審査結果

1



no. 審査結果 題名 作者名 住所

33 入選 氷結模様 新井 正義 周南市

34 入選 雨あがりにピース 有馬 博 島根県

35 入選 骨と水辺の風景 石井 誠 岩国市

36 入選 藤の花 石原 次雄 宇部市

37 入選 SHINSHIMO国 ―繚乱― 井上 千秋 下関市

38 入選 hula　lady 印藤 恒夫 下関市

39 入選 嫌われもののセイタカアワダチ草 上村 康子 岩国市

40 入選 砂の造形　-face- 内山 省三 山口市

41 入選 このあたりのモノでござる 江村 順子 山口市

42 入選 ニュータウン 大庭 孝文 広島県

43 入選 いつかどこかでまた 岡 寿子 下関市

44 入選 刺し子とデニム 小川 基博 防府市

45 入選 飾り根付　昔の人びとと生きものたち 小野 茂紀 山口市

46 入選 やすらぎの日々 外 da outside 千葉県

47 入選 クラウド　ハンティング 川上 勝 下関市

48 入選 よみがえる・・ 河野 孝文 光市

49 入選 風に飛ぶ 古村 裕子 下松市

50 入選 ノイシュヴァンシュタイン城の幻想 ⻫藤 正和 山口市

51 入選 相聞歌 佐々木 範子 山口市

52 入選 令和の四季 皿田 和司 柳井市

53 入選 愛は、はぐくむもの シンジ－ナミ－ワカ－ 島根県

54 入選 生命を生きる シンジ－ナミ－ワカ－ 島根県

55 入選 望郷 杉山 和郎 ⻑門市

56 入選 ボク５さいです。おじいさん・おばあさん
だまされるならボクにください？ 田畑 省⾃ 周南市

57 入選 ⾥の日なか 玉井 康子 柳井市

58 入選 砕け波 中⻄ 正 周南市

59 入選 ワンちゃん 中野 速美 下関市

60 入選 3歳の食い意地 中村 日那乃 防府市

61 入選 消えないでくれ　－懇願－ 永村 善輝 周南市

62 入選 平凡な毎日における ちょっとした革命 難波 瑞穂 福岡県

63 入選 これから私はあなたとともに 難波 瑞穂 福岡県
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64 入選 嵐の中で ⻄本 富雄 柳井市

65 入選 くじけちゃいけんよ 橋本 キミヨ 周南市

66 入選 窓（ここが75年前⺟の実家と兄（中学生）の
街（旧天神町）があり暮らしがあった） 原田 安子 周南市

67 入選 Human 福永 康二 山口市

68 入選 曖昧なる存在の記憶-抜粋 福永 伸 山口市

69 入選 常夜灯 藤井 一喜 周南市

70 入選 You and neighbor 藤木 律子 山口市

71 入選 うららかに流れる 藤田 久美子 下関市

72 入選 岩国の楠 藤本 スミ 岩国市

73 入選 レプリカント 札本 彩子 宇部市

74 入選 過ぎていく刻　Ⅱ 古谷 幸明 宇部市

75 入選 ULTIMO LIVELLO -最上階- Brunetti Cosimo イタリア

76 入選 象が来て 堀 茂美 下関市

77 入選 うれしいことも 松田 政道 下関市

78 入選 捨てきれない 松田 政道 下関市

79 入選 昌―南無 松本 昌子 岩国市

80 入選 科学の希望とまどろみ 真鍋 哲地 宇部市

81 入選 漢字の意味が消失したら・・・・・ 宮武 裕 広島県

82 入選 楽園 宗岡 卓治 山陽小野田市

83 入選 健診で しつこく調べ ガン予防 村中 寛 岩国市

84 入選 避難所か 二階か迷う 外の雨 村中 寛 岩国市

85 入選 fly 守山 幸伸 宇部市

86 入選 誘惑する名画の⼥たち Monzo 渡邉 周南市

87 入選 ひふみちゃん 安永 福美 岩国市

88 入選 春光 山下 正子 山口市

89 入選 Hello, Full moon 吉田 朱⾥ 山口市

90 入選 創造主〜理の探求〜 和崎 正美 島根県
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