
鋸山美術館大賞（1点） 特撰（31点）

大賞 長森 雅世 風そよぐ...の小川 Ⅱ 特選 阿部 涙乃亜 夢想

金賞（1点） 特選 石山 克 緑照棚田

金賞 門井 瑞穂 ねこ 特選 今村 孔久 初夏 Ⅰ

銀賞(1点） 特選 大木 宏美 或る日

銀賞 新戸部 ひろみ 幕開け 特選 神尾 栄俊 小町 アイロン

銅賞（5点） 特選 佐藤 浩 海沿いの廃屋

銅賞 石井 末治 銀杏 特選 関 昌幸 日ヶ谷の蓮

銅賞 景山 秀郎 湿原の春（上高地） 特選 是蘭 定まれる事

銅賞 斎藤 史郎 コーヒーとししゃも 特選 台座 貞子 情熱のゆり

銅賞 田沼 和夫 電気の力永遠に① 特選 竹内 元章 コンポートの果物

銅賞 土谷 紀子 越える 特選 手嶌 悦子 棲み分け

優秀賞（16点） 特選 中川 博子 monologue

優秀賞 井出 治子 白木蓮 特選 中島 茂夫 鹿島槍ヶ岳初秋

優秀賞 今井 裕子 椿（一） 特選 中原 慶也 麦風の丘 Ⅱ

優秀賞 岩撫 幸博 北の漁港 特選 野上 悟 せみの音

優秀賞 浦山 尊史 コンポート 特選 箸方 たみ 男女平等 A

優秀賞 大浦 加奈 ties 特選 林 爽望 暮雪

優秀賞 釼持 裕美 自画像 特選 舩山 マヤ 影

優秀賞 ココ ナナヨ 街のあかり 特選 保科 四郎次 赤い壁

優秀賞 齋藤 恭寛 歴史の舞台 特選 松本 喜美子 追憶

優秀賞 櫻井 幸子 移ろい 特選 三木 綾子 カンナ

優秀賞 鴇田 千賀子 アナザーブルー 雲と光 21 特選 三森 義久 葡萄のある静物

優秀賞 橋本 樹里 アリガタメイワク 特選 宮之原 和子 中華ちまき

優秀賞 三浦 亮子 ドライフラワー 特選 森沢 亜希 風にのって

優秀賞 三井 公子 野菜 特選 矢部 明 関の姥石

優秀賞 山崎 一正 レター秤とワックスシーラーのある書斎 特選 山口 裕美 実る

優秀賞 吉見 麻妙 大浜橋 特選 山下 善博 AYA 20歳

優秀賞 吉原 三奈 清澄 特選 横森 清 センダングサと道 Ⅰ

審査員特別賞(9点） 特選 米田 由美子 燃ゆ

審査員特別賞 大室 治子 タカサゴユリ 特選 龍前 克一 我が家のアイリス

審査員特別賞 大室 治子 アマリリス 特選 渡邊 由美子 林檎園にて

審査員特別賞 清島 義司 再生２

審査員特別賞 清島 義司 雨に濡れても

審査員特別賞 齋藤 聖子 葱

審査員特別賞 齋藤 聖子 真桑瓜

審査員特別賞 高松 三智子 夏の終わり

審査員特別賞 長森 雅世 風そよぐ...の小川 Ⅰ

審査員特別賞 山崎 良太 蠍の火

第7回 鋸山美術館コンクール 審査結果　※敬称略・五十音順



褒状（67点）

褒状 赤塚 知子 君をのせて 褒状 萩原 瑞恵 ぐるぐる ひさご

褒状 阿部 淑子 雨があがって 褒状 濱田 芳久 ボトル・ブドウ・鳥

褒状 荒井 瑛景 少女と花 褒状 平山 陽一 長い闘い

褒状 あらい としこ ききょうの咲く庭 褒状 藤田 一成 尾瀬の水芭蕉

褒状 石井 代央子 繋ぐ −2021− 褒状 藤浪 瑛智 謐

褒状 石井 瑛穂 ひかりさす 褒状 松木 結衣 いのち

褒状 石井 律子 ひまわり畑 褒状 宮城 建司 童子

褒状 石川 信輔 一人旅 褒状 村井 早苗 タンポポ ふうせん

褒状 板垣 玲子 天使の休日 褒状 本巣 峭山 ほのかな白波よせる灯台

褒状 伊藤 みさき Shangri-La 褒状 森 謙介 無題

褒状 伊藤 陽子 スイレンとカモ 褒状 森 優子 柿

褒状 上田 千津代 白南風 褒状 矢ヶ部 昭彦 早春の白川郷

褒状 江森 陸人 侘び錆 褒状 山口 陽子 水の惑星

褒状 大塚 純子 Flowers 褒状 吉田 晃司 愛の彼方へ

褒状 大野 寛武 邪神覚醒 褒状 吉田 晴美 語らい

褒状 緒方 かおる 待ってるよ 褒状 龍前 君子 あじさい

褒状 荻原 信子 暮れゆく 褒状 若原 満代 静謐の刻

褒状 落合 勝 静謐 褒状 渡邊 恵子 メタモルフォーゼ 2021 疫病退散

褒状 小畑 芙佐子 靄 Ⅰ 褒状 渡辺 浩志 白かぶとロマネスコと里いも

褒状 可世木 博親 カプリチョーソ

褒状 加藤 竹美 息吹く

褒状 金井 厚子 路地

褒状 金井 真由美 牡丹の中には

褒状 上岡 茂 秋の奥入瀬渓流

褒状 川原田 寛明 踏切

褒状 KUMA-YOSHI Standing in the Rain

褒状 見目 陽一 私の昆虫記 B

褒状 小亀 文代 黙

褒状 小林 真宇志 寒い朝 Ⅲ

褒状 小林 八重子 宴のあと（午後の視線）

褒状 小宮 徹 晩秋の海

褒状 近藤 みち子 想い

褒状 斉藤 瑠奈 図書館前の桜

褒状 里地 芳美 卓上の秋

褒状 塩塚 寿栄子 夏の終わりに

褒状 篠田 雅典 ぼくの空（Fly To Me)

褒状 鈴木 和子 ダリア（想）

褒状 関根 尚子 大樹

褒状 田嶋 道子 カサブランカ

褒状 田島 康宏 石・石・石の家

褒状 多田 智子 ハンマーヘッドクレーン

褒状 辰巳 くにか 時を追う−微笑み−

褒状 田中 啓太郎 ラインに映える白い館

褒状 田中 美智子 瀬戸内のみちしるべ

褒状 田山 智砂子 生なるもの

褒状 富岡 篤 噺家

褒状 中澤 苑子 センス・オブ・ワンダー

褒状 野澤 兆博 夜霧につつまれた街



入選(191点）

入選 新井 恵美子 銀杏並木の、薬大の思い出 入選 北村 美咲 花金魚

入選 あらい としこ 東京ゲートブリッジ 入選 北村 美咲 flos

入選 有田 弘子 湖畔 入選 喜納 祐子 遠い故郷

入選 有田 弘子 秋の訪れ 入選 喜納 祐子 トンネルの向こう

入選 石井 末治 山ゆり 入選 木藤 文恵 浮遊

入選 石川 早苗 竜宮城に連れて行って 入選 木村 猛 薔薇

入選 石川 信輔 二人 入選 木村 猛 三浦半島・毘沙門の秋

入選 石森 千枝 ブラック・ベリー 入選 熊澤 康雄 静寂

入選 石森 千枝 とんがらし 入選 熊野 茂夫 アマリリス

入選 石山 克 緑中落水 入選 熊野 茂夫 漁船

入選 石渡 雅江 かがり火花 入選 黒澤 知子 おまちどおさま

入選 石渡 雅江 誇り 入選 黒澤 知子 チーズとパンとゆりの花

入選 磯 千惠 神秘な宵 入選 見目 陽一 私の昆虫記 A

入選 市川 政雄 波濤の中で 入選 小亀 文代 清

入選 伊藤 英子 秋の夜 入選 ココ ナナヨ ゆめ・まぼろし

入選 伊藤 陽子 水辺のスイレン 入選 後藤 利夫 機織りの少女

入選 今井 さとみ 足を伸ばして 入選 後藤 利夫 草原の少女とヤク

入選 今井 裕子 椿（二） 入選 小林 雅治 ダウンヒルエンド

入選 今村 孔久 初夏 Ⅱ　 入選 小間 優子 刻

入選 宇都宮 範示 孫生の根方 入選 小間 優子 ポサーダ（ポルトガル）

入選 宇都宮 範示 大樹の根方 入選 小宮 徹 造船所の夕日

入選 江藤 和美 夏休み 入選 近藤 みち子 ささやき

入選 大浦 加奈 そこに在るもの 入選 斎藤 史郎 秋の終りと小さな子供

入選 大川 翔太 万緑 入選 三枝 伸子 FLYING SWAN

入選 大木 宏美 SAYA 入選 三枝 伸子 DAY DREAM

入選 大野 寛武 女神降臨 入選 榊原 愛美 ヨアケ

入選 大平 久司 爽快な気分 入選 佐久間 洋子 星の鳴砂山

入選 大平 久司 物憂げな気分 入選 佐々木 啓子 モロッコの想い出

入選 岡崎 妙子 ムギノサウルス Ⅰ 入選 佐々木 啓子 夫婦47年

入選 岡崎 妙子 ムギノサウルス Ⅱ 入選 佐々木 里央 非日常

入選 岡野 律子 顔 入選 佐竹 照代 深層の貝たち

入選 岡安 久子 皇居（眼鏡橋） 入選 佐竹 照代 鉱物の生命

入選 岡安 久子 ヨーロッパの街並 入選 佐藤 征子 魚

入選 荻原 信子 暁光 入選 佐藤 静子 お月見の頃

入選 小畑 芙佐子 靄 Ⅱ 入選 佐藤 直彦 どじょうLOVE

入選 景山 秀郎 春の池（上高地） 入選 佐藤 直彦 また乗り遅れた。

入選 風祭 裕造 ある月夜の物語...ルナと蒼い風 入選 篠田 雅典 最高の魔法で

入選 梶川 桃子 陰陽暦 入選 忍 SHINOBU 鎮魂の舞 Requiescats dance

入選 可世木 博親 アンダンテ 入選 芝野 楊子 外まわり

入選 門井 瑞穂 猫 入選 芝野 楊子 いつも

入選 加藤 竹美 実のり 入選 嶋村 勤 時空の花と一匹

入選 鎌田 悦子 泡沫夢幻 入選 嶋村 勤 時空のユニコーン（一角獣）と男と女

入選 河内 章江 陽光（うさぎ） 入選 清水 伸一 五箇山

入選 川野 孝子 奥日光 入選 スガ ミオコ 心の折れた日

入選 川原 比瑳子 女と花 入選 スガ ミオコ Tree of Life 〜生命の木〜

入選 北野 浩美 秋麗 入選 鈴木 隆志 旅立ちの日に

入選 北野 浩美 リコリス 入選 鈴木 富江 早春の樹々

入選 北見 廣子 手堀りのトンネル 入選 鈴木 富江 子ヤギのポニョ



入選 鈴木 恵 優しい時間 入選 浜辺 雅枝 思い出の道

入選 鈴木 良子 松虫寺のスダジイ 入選 浜辺 雅枝 ここから

入選 関 昌幸 日ヶ谷の睡蓮 入選 林 敦子 愛梨の夢

入選 関口 美代子 競馬場跡にて（横浜山手） 入選 林 爽望 寒中行脚

入選 関口 美代子 ５月のテラス 入選 原田 光一 新天地

入選 関根 尚子 毛糸玉 入選 疋田 和康 登山列車の車窓から（スイス）

入選 高瀬 恵子 祝福 入選 吹上 旭子 2021 母を偲んで。

入選 高瀬 恵子 お散歩 入選 福嶋 洋子 唯桜

入選 高見沢 正 古墳人 入選 舩山 マヤ いのち

入選 高見沢 正 髑髏 入選 本間 昌子 宅の梅

入選 滝島 睦子 鳥 １ 入選 松井 俊 カモメ

入選 滝島 睦子 鳥 ２ 入選 松井 俊 海上がりのサーファー

入選 多田 安子 ほうぼう 入選 松江 比佐子 ココにいる

入選 田沼 和夫 電気の力永遠に② 入選 松本 靖子 秋の足音に

入選 田山 智砂子 春信 入選 松本 靖子 七月の甲斐大泉駅

入選 中條 秀憲 望郷 入選 三上 桂子 QUANDO SOGNI

入選 都賀 肇 青空のかけら 入選 三上 桂子 FELICE

入選 都賀 肇 旧港に潮入る 入選 三木 綾子 海へ

入選 土谷 紀子 もう、黙らない 入選 三沢 かおる 刻のマジック

入選 勅使川原 伸一 バラの花園 入選 溝口 光 僕等の時間

入選 勅使川原 伸一 ツタウルシと美女 入選 三森 義久 Cogito ergo sum

入選 DO THI MAI 波 入選 森下 和代 多様性

入選 DO THI MAI アマビエちゃん 入選 森下 和代 わっ！

入選 鴇田 千賀子 スカイホール 雲と光 22 入選 森田 攝子 すこし かぜが ふいてきた

入選 中川 博子 コタンの風 入選 諸隈 恵子 窓辺

入選 長澤 栄子 令和の東京駅 入選 矢嶋 英夫 ランタナに蝶

入選 中瀬 博光 朝、モンサンミッシェル 入選 矢嶋 英夫 岩と波

入選 中谷 基子 いつもの散歩道 入選 矢部 明 飛来石

入選 中野 多恵子 Figure –偶– 86 入選 山口 裕美 慈しむ

入選 中野 多恵子 Figure –偶– 90 入選 山根 朝日 ☆すたぁーだすと☆−星。舞イ降ル夜ヲ…−

入選 中原 慶也 麦風の丘 Ⅰ 入選 山本 悦子 輝くロータリー

入選 中山 恒忠 工事現場の花 入選 山脇 崇史 想う

入選 名取 隆 羅生門の真砂 入選 山脇 崇史 向

入選 nanohana Strata 入選 横森 清 センダングサと道 Ⅱ

入選 仁科 麗 彼女達の神話 入選 吉田 晃司 径

入選 新戸部 ひろみ 光あふれて 入選 吉田 晴美 清月

入選 根岸 恵 小さな一隅こそ幸あれ！ 入選 吉谷 正夫 あやめ

入選 根岸 洋子 青い地球で夢を吹く 入選 吉原 三奈 春日影

入選 根岸 洋子 のりたいなあ、しんかんせん 入選 依田 小由利 タチウオ・富津沖

入選 野上 悟 聞こえる 入選 龍前 克一 生きる力

入選 野澤 兆博 林間をぬう参道 入選 龍前 君子 風と遊んで

入選 野本 健 みえないもの 入選 六澤 美沙緒 牡丹

入選 萩原 瑞恵 こまと むくろじ 入選 和田 綾香 夏のひととき

入選 歯車 アジサイ乙女 入選 渡邊 恵子 メタモルフォーゼ 2021 祈りⅢ

入選 箸方 たみ 男女平等 B 入選 渡辺 浩志 明るく楽しいスルメイカ

入選 橋本 樹里 装い

入選 長谷川 恵美子 ゆりいすの願い

入選 畠中 和恵 火のこ

入選 花嬢 舞妃子 幸せ〜あの宇宙のように〜

入選 花嬢 舞妃子 純（ピュア）な世界


