
第２回あおば美術公募展　入選作品　  １６５点　部門別五十音順

作品
番号 氏　　名 画　　題 分野

入
賞

高
校
生

作品
番号 氏　　名 画　　題 分野

入
賞

高
校
生

1 青木　智成 牡丹（富貴－太郎島） 水彩画 60 加藤　純子 悲しみの道～ヴィア・ドロローサ～ 水彩画

3 赤塚　泰生 夕暮れの古書店街 その他 61 神谷　和幸 情熱の真赤な渦 アクリル画 ◎

4 天野　景昭 風景 パステル画 62 亀井　裕子 微熱 日本画 ◎

5 有村　克彦 ペンキ塗ります その他 63 亀井　裕子 緑の記憶 日本画

6 安間　由紀子 少女の夢 アクリル画 64 川合　節 パムッカレ 油彩画

7 飯島　万里江 鰯と少女 日本画 65 川口　朝子 かぼちゃ畑 水彩画

9 五十嵐　誠 朝日を浴びる家 水彩画 66 川村　厚 優しい時間 油彩画 ◎

10 池上　美津子 今、江の島 水彩画 67 河原崎　毅 woman outwear december 2016 油彩画

12 池田　政禧 ワン友とロッキー 油彩画 68 河原崎　毅 vegetable bought in JA AOBA  油彩画 ◎

14 石井　優 消えたあとの人 油彩画 70 菊池　邦子 ママ　あそんでッ アクリル画 ◎

15 石川　良教 春近し 水彩画 71 岸本　陽児 Allyouneedislove by hanagesan 版画

17 石坂　親正 波の芸術 油彩画 73 北沢　頼家 ザクロ 油彩画

18 石谷　彩子 卒業 水彩画 74 北村　有紀 祈り 油彩画

19 伊地知　治江 早朝の明月院山門 油彩画 75 木村　茂 秋ふかし 油彩画

21 市川　順一 戦前からの築地の老舗（東京・中央区） 水彩画 76 木村　士郎 想 油彩画

23 伊藤　勝藏 青春のVサイン（思い出のアルバム） 油彩画 78 木村　葉子 雪夜のこきりこ 油彩画

24 伊藤　茂史 もえぎ野の池 油彩画 79 窪田　英明 「静寂」美人林 水彩画

25 伊藤　隆夫 マンハッタンの二人 水彩画 81 窪田　守弘 ジュゴンと遊びましょ！ 水彩画

26 今井　美佐子 おとぎの国へ アクリル画 83 熊坂　邦子 a man (02) 日本画 ◎

28 岩崎　和代 散歩道 水彩画 87 黒原　進 「き」 油彩画

30 岩瀬　正次 本牧貯木場 水彩画 88 黒原　進 「あか」 油彩画 ◎

32 植野　芳德 避暑地の教会 水彩画 ◎ 89 桑野　初子 コリウスの庭 水彩画

33 植野　芳德 滝 水彩画 90 郡　芳子 風薫る 水彩画

34 植村　本 ロッキーの宝石 （ レイクルイーズ ） 水彩画 92 小菅　真理子 悠久の祈り 油彩画

35 卯尾　芙佐子 水の誘い パステル画 93 小玉　芙美子 室内のふたり 油彩画

36 内海　和代 彦根城 水彩画 94 小林　育子 Footprints 水彩画

37 内山　繁雄 檸檬と清美 その他 96 小堀　秋 ＫＯＤＡＭＡ 水彩画 ◎

38 内山　映美 あした天気になーれ 油彩画 97 小山　邦保 西沢渓谷（山梨） 水彩画

40 内海　正子 葉ぼたん パステル画 100 近藤　一彦 早朝の蓮池 水彩画

41 梅田　道子 花 水彩画 101 斎藤　勝 2020 TOKYO Olympic 水彩画

42 梅津　浩平 ワインの村 油彩画 103 坂本　　匡 飛騨の工房 水彩画

43 江夏　徳美 腰越漁港 油彩画 105 坂本　勝 日本丸　健在 水彩画

44 大久保　秀治 あさひ 水彩画 106 佐々木　京子 春爛漫 油彩画

47 大宮　温恵 山中湖の休日 アクリル画 107 佐藤　廣重 夢中 水彩画

48 大山　敬子 トルコ、エフェソス遺跡にて 水彩画 108 佐野　俊代 Mt.RAINIER 油彩画

49 岡村　道子 マイドーター 油彩画 109 清水　真里子 FLORE その他

53 小粥　和子 舞い散る桜の下で（吉野） 版画 113 志村　厚子 暮色 水彩画

54 小川　知子 ビアマグ 水彩画 115 城後　和子 旅を楽しむ　プラハ 水彩画

55 奥川　正治 青い扉のある風景 水彩画 ◎ 117 新里　由香利 暗い部屋 日本画

56 小野　昱郎 保木の桃林 アクリル画 120 杉本　惇 山里の冬 その他

59 籠　恵子 テーブルとテキスタイルとetc. アクリル画 122 諏訪　志げる アンコールワットの夜明け 油彩画
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123 瀬島　文子 ある日の午後に 水彩画 186 茂木　登代子 メロディ その他

125 園田　満男 ひとひらの空　ー ペンキが制作した素描 ー アクリル画 187 森　さつき きんぎょ 油彩画

126 髙野　美智子 秋想 油彩画 188 森居　留美子 ウブドの女 その他

127 髙橋　琴枝 修善寺の秋 水彩画 190 柳　博 急登 その他

128 髙橋　利夫 御殿場からの愛鷹山夕景 油彩画 192 薮野　宣子 古道を往く 油彩画

129 髙橋　美代子 花てまりと揚羽蝶 水彩画 194 山口　武志 夕焼けの江ノ電 アクリル画

130 髙松　稔 奥三河　花祭りの鬼 アクリル画 195 山口　義人 白川沿い 水彩画

131 田島　康宏 夕暮れ時 日本画 ◎ 196 山下　憲吾 ある日のアトリエの風景 油彩画

133 知久　諭  優美な舞 その他 197 山田　章祐子 舌を出して だらし無く座る犬 アクリル画

134 寺尾　浩充 朱の階調（偶然の創造） 油彩画 198 山本　茉莉花 Dialogue アクリル画

137 寺師　久史 Town with WISHBONE 2 水彩画 199 横山　桂子 英国の美しい村 油彩画

138 永井　貴子 枝垂れ桜（寺家の桜） その他 200 吉田　利知子 木洩れ日 水彩画

140 中川　文樹 初夏の八幡堀 水彩画 202 若林　千恵子 想望 油彩画 ◎

142 中島　忠之 無題 水彩画 204 和田　淳子 早春 パステル画

143 中島　礼子 SEASON 水彩画 207 和田　はる チャンアン（ベトナム） その他

144 永田　月枝 旧パリの裏街 水彩画 209 安生　絵美莉 イノチ 水彩画 ★

147 中田　祥明 群舞の章 アクリル画 210 石井　優羽 ArtClub アクリル画 ★

148 中庭　悦子 彩どり 水彩画 211 岩下　梨花 大切な人 その他 ★

149 長原　光男 卓上の静物 油彩画 212 内野　響 道 アクリル画 ★

150 野田　勝 白亜の水門（新横浜公園） 水彩画 213 木嶋　日向 トゲ アクリル画 ★

152 波多野　弘 修善寺　菊まつり 油彩画 214 近藤　慧珠 蝶 水彩画 ★

153 林原　郁子 はす池にふじ パステル画 ◎ 215 佐藤　深音 学生 アクリル画 ◎ ★

154 葉山　節子 アコーディオンと少女 油彩画 216 柴田　花凜 老い アクリル画 ◎ ★

155 原田　智子 憧れて 水彩画 217 角　梨花子 ある夏の日のこと アクリル画 ★

156 東　寛雄 ギリシャの壺 水彩画 218 田中　歩 ありつづけるモノ アクリル画 ★

159 藤井　三生 原色の大地 その他 219 中澤　蓮 カンシ その他 ★

160 藤本　すみゑ 秘密の花園 パステル画 220 永原　一葉 営み アクリル画 ★

162 古田　光 フラン 油彩画 221 西川　真由 雨あがり アクリル画 ★

163 古屋　勝彦 早春の甲斐駒ケ岳 パステル画 222 能登　光 Fragile 水彩画 ★

165 保原　操子 豊穣であれ！ アクリル画 ◎ 223 橋口　暢司 水 アクリル画 ★

167 堀籠　久美子 卓上の果物 水彩画 224 林　海斗 害虫 その他 ★

168 本田　博実 馬車道の空 水彩画 225 張替　はるか Present For You. 水彩画 ★

174 間宮　寛江 メリノさんウールさん 油彩画 226 日向野　花菜 楽園 アクリル画 ★

175 水野　俊子 光前寺三重の塔 水彩画 227 前川　心 道の先 アクリル画 ★

177 光木　薫 無題 油彩画 228 増本 美加 自然の色彩 アクリル画 ★

178 三原　ゆう子 プレミアム フライデー パステル画 229 宮台　もえ 水中脳内 アクリル画 ★

179 宮腰　伸顕 ボーディスヴァーハ その他 230 村中 晴音 届かないあの夏に歌う アクリル画 ★

180 美和　慎一 静寂  金沢兼六園早朝 水彩画 231 矢田　将大 異次元に アクリル画 ★

181 村井　惠子 朱にもえる 油彩画 232 横倉　侑奈 アツメタモノ アクリル画 ★

182 村上　修子 潮だまり 油彩画 233 𠮷里　ブランド 気持ち アクリル画 ★

183 村上　修子 潮だまりII 油彩画 234 渡邊　晃弘 日常の事 アクリル画 ★

184 村松　啓子 ひと休みする少女のピエロ 油彩画
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