
第４回あおば美術公募展　入選作品　  180点　部門別五十音順

作品
番号 氏　　名 画　　題 分野

入
賞

高
校
生

59 加藤　純子 鶏鳴 水彩画

2 青木　智成 牡丹（八千代椿） 水彩画 60 神谷　和幸 Suｉｃｕｔ パステル画

3 青木　文彦 公園の演奏会 水彩画 61 亀井　裕子 沈香 日本画

7 青木　フランシス Frances Transit テンペラ油彩混合 ◎ 63 菊池　邦子 のんびり行きまっしょ パステル画

8 青木　フランシス くちなしの楽団 テンペラ油彩混合 64 菊池　邦子 そろりと参ろう パステル画 ◎

9 赤塚　泰生 街 油彩画 65 菊池　眞一郎 忍野八海 油彩画

10 秋山　由佳 遠くの空 日本画 ◎ 66 木佐木　卓郎 雪残る 油彩画

11 安喰　真理子 情景の余白 油彩画 67 北沢　頼家 山里・桜の頃 油彩画 ◎

12 天野　景昭 いとこどうし パステル画 68 北村　有紀 名残の空 油彩画

13 荒井　雄一 遠望　シエーナ大聖堂－Ⅱ 水彩画 69 木村　茂 半夏生 油彩画

14 有村　克彦 シュールでござる Ｂｙ Ｃａｔ 組み木絵 70 木村　士郎 竹里館 油彩画

15 安藤　由莉 panoramatic holiday 油彩画 ◎ 71 木村　緑
The Thomas Kinkade ストーリーより
GRORY OF EVENING（抜粋）

アクリル画

17 石井　和充 三渓園(春草蘆） 水彩画 72 国井　敏男 ギャラリーの春 油彩画

18 石上　恭子 とも 日本画 74 窪田　守弘 わあ、お魚みたいね！ 水彩画

19 石川　良教 異界 水彩画 76 熊坂　邦子 空飛ぶCouch 日本画

21 石田　次雄 月明かりに咲き誇る アクリル画 77 栗下　好野 桜島 水墨画

23 伊地知　治江 早朝の東大寺境内 油彩画 78 黒原　進 イカロスの翼－１ 油彩画 ◎

26 市村　香代子 湯けむりに出逢って 油彩画 79 黒原　進 イカロスの翼－２ 油彩画

27 伊藤　勝藏 弁財天と十二神将 油彩画 80 小菅　真理子 青い鳥のいたころ 油彩画

28 伊藤　隆夫 冬の晴れ間に 水彩画 81 小玉　芙美子 アトリエ 油彩画

29 岩瀬　正次 静寂の地・岩崎家玉川廟 水彩画 82 小西　慶子 華のある風景 水彩画

30 植野　芳徳 春浅し 水彩画 83 小林　育子 水辺に生きる 水彩画

31 植村　本 リスボンの丘（ジャカランダに誘われて） 水彩画 84 小堀　秋 私はどこから？ ミクストメディア

32 卯尾　芙佐子 memory パステル画 85 小堀　秋 ボクはどこへ？ ミクストメディア

33 氏原　順子 青さぎ 日本画 87 近藤　一彦 湖畔の朝 水彩画

34 内海　和代 憩いのひととき 水彩画 89 斎藤　広志 祇園 水彩画

35 内山　繁雄 N女 色鉛筆 91 斎藤　勝 （花ことば）魅惑 パステル画

37 内山　映美 過去から現代へ 油彩画 92 斉藤　美佐子 春、鶴見川 油彩画

38 内山　雄次 人生各々彩り 水彩画 94 坂本　匡 杉並木 水彩画

39 梅田　道子 陽春Ⅱ 水彩画 95 坂本　勝 おわら風の盆 水彩画

40 梅津　浩平 絵画教室のモデル 油彩画 96 桜井　恵子 緊張の時 油彩画

41 浦田　浩子 おるすばんなの？ 和紙ちぎり絵 97 佐々木　京子 山の秋 油彩画

42 江夏　徳美 朝霧 油彩画 99 佐々布　英男 珈琲にしようか 油彩画

44 大家　務 エスケープ アクリル画 100 佐藤　廣重 森の古径 水彩画

45 大川　ヒデ子 夜半に咲く 油彩画 102 島本　純子 刻 パステル画

46 大野　友子 空よ 水彩画 103 清水　堯 解体 アクリル画

47 大山　敬子 イギリス・エジンバラにて 水彩画 105 清水　裕二郎 夕陽の差す道 油彩画

48 小笠原　光一 海の楽園 水彩画 108 城後　和子 のんびり街歩き 墨彩

49 小粥　和子 満月に魅せられて（月下美人） 版画 109 白井　裕美子 あおば模様 色鉛筆

51 奥川　正治 ヘルシンキの街頭 水彩画 ◎ 110 杉本　惇 追憶 色鉛筆

52 長田　英子 bon moment-ひととき 日本画 111 杉本　惇 懐古 色鉛筆

53 小野　昱郎 尾瀨の散歩道 アクリル画 113 助川　昌子 ヘメロカリス 水彩画

55 小山　和男 あおばの季節 剪画(切り絵) 114 鈴木　あかり 志 油彩画

56 小山　和男 夏のはじまり 剪画(切り絵) 115 鈴木　和江 2018年夏　竜飛崎と津軽海峡の雲 水彩色鉛筆

57 勝野　陽子 ロンドンの夜 日本画 116 諏訪　志げる 万葉ロマン 石碑の里　カタクリ 油彩画
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185 宮永　瑠里子 冬の色 油彩画

118 瀬島　文子 幸福の木に 水彩画 186 美和　慎一 驚き樹齢800年のケヤキ 水彩画

119 髙松　稔 水車小屋 版画 187 村木　信之 獅子舞 水彩画

120 瀧原　和子 作品A 水彩画 ◎ 188 村松　啓子 ロッキー山脈 油彩画

121 竹田　克哉 自画像 油彩画 189 元木　義弘 京小路の昼さがり 水彩画

123 田島　康宏 レンガとガラスによる光響詩ｐｍ18 日本画 193 森　洋子 陽光に映える アクリル画

125 田中　なお実 Harihara 油彩画 194 八木　利明 ある日の　「東京タワー」 水彩画

126 棚橋　千鶴子 雨上がり 日本画 195 柳　博 電車を見下ろす丘の風景 鉛筆画

128 鶴田　慧 虚静 日本画 ◎ 197 薮野　宣子 里山の稔り 油彩画

129 寺尾　浩充 チベットの山村にて アクリル画 198 山口　武志 シルエット アクリル画

132 寺師　久史 バーミリオンの屋根の村 水彩画 199 山口　義人 激流 水彩画

135 中川　文樹 サマルカンドの夜 水彩画 200 山﨑　啓治 風景 油彩画

136 中島　礼子 夏へ 水彩画 201 山下　憲吾 赤い水差し 油彩画

138 永田　月枝 見上げる春 水彩画 203 山田　章子 三人の看板屋 油彩画

139 那珂田　佳瑛 early summer アクリル画 205 山根　和也 長州の名刹・源久寺 水彩画

140 長原　光男 時間 油彩画 ◎ 206 山本　修三 「コンパクト」ロンドン 色鉛筆

141 中村　賢二 夏の好物 版画 207 山本　博 蒲 版画 ◎

142 野田　勝 夕暮れの町田市街（かしのき山より） 水彩画 208 横山　桂子 窓辺 油彩画

143 野村　憲一 風景 水彩画 209 吉野　萌花 獣性 油彩画

144 野村　洋子 異国の友 油彩画 211 吉村　倫治 奥志賀の怪木 水彩画

146 橋本　直樹 森の街 油彩画 212 若林　千恵子 授業を終えて 油彩画 ◎

149 葉山　節子 やすらぎの日々 油彩画 213 和田　淳子 ポインセチア パステル画

150 原　康弘 Bon appetit ! 　 水彩画 215 渡辺　仁 竹林の春 水彩画

151 原　令之 雲とすすき 水墨画 216 相原　陽輝 マイ・フェイス アクリル画 ★

153 原田　智子 アーチに咲く秋のバラ 水彩画 218 青井　ゆりな うにいくら 油彩画 ★

154 東　寛雄 ガードのある風景 水彩画 ◎ 219 新井　万絵 思い出 アクリル画 ★

155 廣瀬　香緒里 さよならジョバンニ レジンアクリル 220 飯田　翔太 公園 アクリル画 ◎ ★

157 福島　来幸 鶏のいる風景 コラージュ ◎ 221 石井　智也 木陰 水彩画 ★

161 藤本　すみゑ 古木・国光 パステル画 222 市川　水香 おもいで アクリル画 ★

162 古屋　勝彦 古都の春（スペイン　アルバラシン） パステル画 223 井上　香澄 冬の宝石 アクリル画 ★

163 星　恵子 パイナップル 水彩画 225 内田　優花 息づかい アクリル画 ★

165 堀口　安惠 秋の窓辺で パステル画 226 内野　響 陽光 アクリル画 ★

166 堀籠　久美子 こどもの国へようこそ！ 水彩画 227 梅田　知 Ranunculus 油彩画 ★

167 俣野　朱里 青春はまぼろし 油彩画 228 大砂古　愛沙実 風 アクリル画 ★

168 松　賢次郎 吊るされたランプ パステル画 229 小野　楓織 予感 水彩画 ★

169 松尾　敏子 大原 油彩画 230 小俣　有生 charm 油彩画 ★

170 松崎　好訓 ひとりぼっち共栄圏 アクリル画 231 小俣　有生 わたしのゆめ アクリル画 ★

173 松村　まゆみ 鹿 日本画 232 島村　明香里 Icelandscape アクリル画 ★

174 間宮 　寛江 iroiro 油彩画 233 杉田　結衣 夜蛍 油彩画 ★

175 丸田　章二 石楠花 水彩画 234 中林　日菜子 ファッション 油彩画 ★

176 水野　俊子 おいしいコーヒーはいかが 水彩画 235 西野　可納 横浜 アクリル画 ★

177 峯岸　厚子 紫玉豊秋 和紙ちぎり絵 236 根本　数杜 自分の風景 水彩画 ★

178 三原　ゆう子 タイムスリップ 水彩画 237 堀　志織 未知なる世界へ 油彩画 ★

179 宮腰　伸顕 ディヴェルティメント 鉛筆画 238 松永　彩華 鶴 アクリル画 ★

181 宮下　識 スペインの街角 水彩画 239 森田　ありす 新天地にて アクリル画 ◎ ★

183 宮田　恵子 小諸城址 水彩画 240 横川　拓洋 カーデザイン 色鉛筆 ★
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