
第37回 佐用郡美術展

====== ======

賞 題　　　　名 氏　　　名 雅　号 住　　所

佐 用 町 長 賞 秋のめぐみ 片井　月世 備前市

佐 用 町 議 会 議 長 賞 ブナの育み 横山　志津子 佐用郡

佐 用 町 教 育 長 賞 ミラーワールド 清瀬　いちろう 姫路市

佐 用 郡 美 術 協 会 賞 春を待つ 高見　房子 佐用郡

佐用ライオンズクラブ賞 冬の古里 武村　晴人 赤穂市

上郡佐用ロータリークラブ賞 妻籠宿の印象 春名　源治 美作市

奨 励 賞 朝光 野村　久雄 佐用郡

熱き一刻 M．S． 宍粟市

落日 武田　義男 姫路市

干潟を楽しむ 赤松　博文 姫路市

クラゲの糸 尾川　征男 備前市

トワイライト 平野　博 たつの市

稔の秋 江見　繁美 美作市

大漁の予感 野﨑　忠 揖保郡

出漁 田中　宏 相生市

入り日の波止 三木　基史 姫路市

入 選 竜焔と守人 内川　弘行 相生市

光の砂子 信藤　髙根 揖保郡

睡蓮の季節 上田　巧 たつの市

息吹 黒田　與四男 姫路市

ムーンライト 丸林　毅 たつの市

爛春 髙倉　進 たつの市

御一行様 柴田　文男 たつの市

猛火に挑む 西川　展裕 姫路市

干潟でデート 西川　展裕 姫路市

雨の陸橋 小深田　和弘 美作市

花のれん 米倉　光利 揖保郡

行くで、押してや！ 青木　洋佑 たつの市

吹雪の龍野城 青木　洋佑 たつの市

神話の郷（高千穂峡） 間嶋　三千代 佐用郡

春らんまん 井口　紀子 佐用郡

悠泳 八木　義明 三木市

都会のオアシス 八木　義明 三木市

斜陽 三幡　敏子 宍粟市

過去との遭遇 山上　淑美 佐用郡

花筏 濱田　寿美 たつの市

激走 藤井　勝彦 姫路市

天の川 藤井　勝彦 姫路市

深紅の落日 千本　忠治 宍粟市

写写写写 真真真真 のののの 部部部部



流氷の王者 寺坂　好司 赤穂市

威嚇 寺坂　好司 赤穂市

灯台の夜明け 秋田　治男 赤穂市

白煙の護摩木法要 松浦　秀明 たつの市

紅葉狩り 松浦　美穂 たつの市

神事の舞 三木　博樹 姫路市

好き、好き 森　沢美 姫路市

初秋のころ 森　一 揖保郡

夕照の赤米 野勢　数馬 赤穂市

残照 藤田　敏幸 神戸市

曙 藤田　敏幸 神戸市

Go up ; rise 内木　真帆 明石市

染まる寺院 川西　和彦 佐用郡

路傍の秋 井関　一文 佐用郡

雪上の陰影 岡田　義樹 揖保郡

津山　阿波の大瀧 石井　秀毅 たつの市

空を見あげてごらん 岡本　敏和 佐用郡

春色の小径 津村　豊 赤穂郡

いただきます 堺　迪子 姫路市

舞 山本　悦郎 高砂市

踊り子 久保　均 姫路市

笑み 髙津　しづ子 姫路市

飛び猿 赤松　博文 姫路市

一人見物 溝口　和己 相生市

蓮池 鞍田　和風 佐用郡

砂丘のオアシス 片井　月世 備前市

神社に舞う 奥　信義 備前市

春うらら 尾川　輝子 備前市

妻籠の祭 尾川　征男 備前市

姉妹 杉本　博子 備前市

大阪南港遠望 平野　博 たつの市

谷間の夕景 中石　豊 佐用郡

一心前進 平沼　赫陽 姫路市

孫の春 白木　孝明 揖保郡

さくら 酒井　一郎 相生市

鎮魂祭 衣本　洋吉 相生市

厳寒の朝 古谷　昇 相生市

天空に架かる橋 田中　一典 たつの市

春の訪れ 竹内　まゆみ 姫路市

星空の渚 森口　正基 たつの市

藤園の夕べ 森口　正基 たつの市

ゴメンナサイ 中井　一二三 佐用郡

源流域の湧水 上山　恵津子 赤穂郡

泉水の一輪 上山　恵津子 赤穂郡

小春日和 末神　公昭 佐用郡



光芒 松田　正康 神戸市

怖いよう～ 山本　裕宣 相生市

蒜山の夕暮れ 浅尾　善郎 美作市

マイナスイオン 千本　美代子 宍粟市

陰陽師の里 髙見　修 たつの市

七夕 髙見　修 たつの市

ねり上げ 竹内　登良雄 美作市

共に活きる 萩原　将弘 佐用郡

砂丘の夕日 堀坂　享典 佐用郡

赤米で描く水面の塔 尾崎　良男 美作市

棚田の秋 尾崎　良男 美作市

クライマックス 松岡　潔 宍粟市

青春 松岡　敏美 宍粟市

夕映え 丸山　喜一 宍粟市

希望の灯 橋本　東 宍粟市

断崖絶壁と紅葉 石原　照久 宍粟市

黄金色の散歩道 八木　健一 宍粟市

ワイド・スターマイン 中山　隆弘 たつの市

森の語り部 巻幡　保 相生市

喜び 永富　忠男 揖保郡

瞬 妹岡　実 赤穂市

秋彩 河合　由香 揖保郡

毛獅子舞う 田中　宏 相生市

天空に咲く 内海　幸子 たつの市

雨上がりのアート 内海　幸子 たつの市

語らい 北本　恒雄 姫路市

みこし渡御 泉田　英幸 姫路市

審 査 員 帰り道輝く 山本  一 大阪市

賛 助 モニュメントのある風景 堀坂　洋史 佐用郡

運 営 委 員 寒風造形 田村　元志 佐用郡

恩原雪景 清水　正三 佐用郡


