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1 赤野間 鏡子 ｱｶﾉﾏ ｷｮｳｺ 北フランス・ルフアウ村 油 P15 東京都 10
2 鮎川 美知子 ｱﾕｶﾜ ﾐﾁｺ 紅薫る 水 変50 会友 滋賀県 03
3 石川 正彦 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ 景信茶屋の裏 水 F50 東京都 03
4 石川 由紀子 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 北スペインの農家 水 変50 ○ 滋賀県 03
5 和泉 莉奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 蝶々 水 F50 大阪府 03
6 磯貝 幸子 ｲｿｶﾞｲ ｻﾁｺ 羽衣（はごろも） 油 F50 ○ 埼玉県 07
7 今井 澪子 ｲﾏｲ ﾚｲｺ 静寂 水 P20 東京都 03
8 今井 澪子 ｲﾏｲ ﾚｲｺ 光あふれて 水 P20 ○ 東京都 03
9 今岡 秀和 ｲﾏｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 遍路 油 P30 ○ 東京都 10
10 今岡 秀和 ｲﾏｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 観音菩薩 油 P20 東京都 10
11 岩崎 葵 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ Ｖｏｙａｇｅ 版 420×594 ○ 兵庫県 04
12 岩田 あや子 ｲﾜﾀ ｱﾔｺ 凛として 水 F50 会友 滋賀県 03
13 江沢 加代子 ｴｻﾞﾜ ｶﾖｺ 中世の街 油 F50 埼玉県 12
14 大塚 照子 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｺ さあーお乗り下さい 油 F50 岐阜県 08
15 岡田 喜三郎 ｵｶﾀﾞ ｷｻﾌﾞﾛｳ 洞元湖 油 F100 東京都 13
16 小野住 輝惠 ｵﾉｽﾞﾐ ﾃﾙｴ ターバンの女 パ F15 会友 東京都 03
17 小畑 せい子 ｵﾊﾞﾀ ｾｲｺ ビフウ 油 F100 ○ 新人奨励賞 会友 東京都 06
18 恩田 吉久 ｵﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 城塞 油 F60 島根県 08
19 勝田 由紀子 ｶﾂﾀ ﾕｷｺ 梅林（寿長生の郷） 油 F50 滋賀県 02
20 上倉 和子 ｶﾐｸﾗ ｶｽﾞｺ 夏の大沼公園 油 F20 神奈川県 10
21 嘉本 洋子 ｶﾓﾄ ﾖｳｺ 烏ヶ山 油 F30 島根県 10
22 河合 千惠子 ｶﾜｲ ﾁｴｺ 栄枯の夢城 水 変50 ○ 滋賀県 03
23 河瀬 晃四郎 ｶﾜｾ ｺｳｼﾛｳ なわがらみ 油 F50 滋賀県 08
24 北岡 雍子 ｷﾀｵｶ ﾖｳｺ 雪景色 水 F50 ○ 東京都 03

第67回光陽展　入選者・入選作品（一般）



2/3

No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 題名 種別 規格
受賞
候補

賞名称 推挙 都道府県
部屋
番号

25 木津 富美枝 ｷﾂﾞ ﾄﾐｴ 富有 水 F50 埼玉県 03
26 鬼頭　純平 ｷﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Seven Cat 水 変120 ○ 新人秀作賞 会友 広島県 03
27 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ 川舟と親子 油 F50 東京都 08
28 小池 和穂 ｺｲｹ ｶｽﾞﾉﾘ 妖精達の冬 日 F20 東京都 04
29 酒川 貴也 ｻｶｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 鳳凰 油 F40 東京都 10
30 酒川 貴也 ｻｶｶﾞﾜ ﾀｶﾔ クリスト 油 F15 東京都 10
31 佐藤 和夫 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 山へ 水 F10 会友 東京都 04
32 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ みかん狩り 油 F50 広島県 13
33 佐藤 美景 ｻﾄｳ ﾐｶｹﾞ 姉妹―妹 油 F20 千葉県 10
34 佐羽尾 幸宣 ｻﾊﾞｵ ﾕｷﾉﾘ 悠然と 油 F20 愛知県 10

35 嶋根 英三郎 ｼﾏﾈ ﾋﾃﾞｻﾌﾞﾛｳ 車　サーファー　そして　犬 油 F30 埼玉県 10

36 髙橋 秀子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ 北緯６５° 油 F20 東京都 10
37 竹中 みつえ ﾀｹﾅｶ ﾐﾂｴ 花のワルツ 水 変50 ○ 滋賀県 03
38 田島 久子 ﾀｼﾞﾏ ﾋｻｺ 過ぎし時 水 F50 会友 滋賀県 03
39 田中舘 隆雄 ﾀﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶｵ 鎮魂のうたが聞こえる 油 P100 ○ 新人奨励賞 岩手県 01
40 築谷 士郎 ﾂｸﾀﾆ ｼﾛｳ 追憶の浜 油 F100 鳥取県 06
41 土屋 祥二 ﾂﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 老舗（湯浅） 水 F20 大阪府 03
42 坪井 保男 ﾂﾎﾞｲ ﾔｽｵ 瀑布 水 変60 会友 静岡県 03
43 坪井 保男 ﾂﾎﾞｲ ﾔｽｵ 罪と罰 水 変60 ○ 新人秀作賞 会友 静岡県 03
44 内藤 ロケヲ ﾅｲﾄｳ ﾛｹｦ 紫紺野牡丹 水 F60 ○ 新人奨励賞 広島県 03
45 中谷 龍 ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳ ゴールド 油 F30 東京都 10
46 西川 秀子 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 仰ぎみる秋 水 変50 ○ 新人奨励賞 会友 滋賀県 03
47 西村 周子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ 甦りの古道 水 変50 ○ 会友 滋賀県 03
48 西山 正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 心象風景 油 P50 千葉県 05
49 野﨑 かおる ﾉｻﾞｷ ｶｵﾙ 芦生の森 水 変25 ○ 滋賀県 03
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50 野村 誠 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 留学 油 F50 埼玉県 07
51 萩原 悦子 ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾂｺ わが家 油 F25 東京都 10
52 服部 和夫 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ 七本鎗酒蔵 油 F50 滋賀県 12
53 比嘉 美津子 ﾋｶﾞ ﾐﾂｺ 如月の沢 油 F50 ○ 東京都 01
54 東 キヨ子 ﾋｶﾞｼ ｷﾖｺ 森のさ百合に魅せられて 水 F20 ○ 埼玉県 03
55 札本 倫子 ﾌﾀﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ 鮭（シャケ） 水 変50 ○ 会友 滋賀県 03
56 船山 智枝 ﾌﾅﾔﾏ ﾁｴ 明日へ向かうはずの展望と欺瞞 油 F40×2枚 ○ 会友 東京都 05
57 古川 祐市 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲﾁ 旧小・中学校跡地 油 P15 岩手県 10
58 古谷　奈緒子 ﾌﾙﾀﾆ ﾅｵｺ アザブリアン 油 F40 千葉県 07
59 ホック しげみ ﾎｯｸ ｼｹﾞﾐ ベンガルの女 油 F50 ○ 埼玉県 07
60 升谷 光里 ﾏｽﾀﾆ ﾋｶﾘ 闘魚 油 F50 大阪府 06
61 間宮 伊都子 ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ 弥平暖簾 水 変50 ○ 新人奨励賞 会友 滋賀県 03
62 三島 茂 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ 桜咲く公園 油 F60 鳥取県 13
63 モンド 五十嵐 ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼ 群青 油 F100 ○ 新人奨励賞 福島県 07
64 モンド 五十嵐 ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼ 満天龍和世図 油 F100 福島県 07
65 山形 範子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾉﾘｺ 屋久島大樹 水 F50 滋賀県 03
66 山田 友理子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ くつろぎ 染 F30 会友 東京都 11
67 吉井 詔子 ﾖｼｲ ｼｮｳｺ 何処へ 油 F50 東京都 08
68 吉村 瑠華 ﾖｼﾑﾗ ﾙｶ チョンマゲ 油 F100 大阪府 12
69 若海 明 ﾜｶｳﾐ ｱｷﾗ 本番前の緊張 油 F50 埼玉県 02


