
◆第５５回鳥取県美術展覧会　入選作品一覧◆

●洋画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 まつりの大鍋 浦島　一昌 鳥取市

2 さようなら　こんにちわ 加藤　直 鳥取市

3 マヌカンの刻 今嶋　進 鳥取市

4 異なる沈黙 川﨑　悟志 鳥取市

5 響 山根　優子 鳥取市

6 作業船のある風景 尾崎　恭子 鳥取市

7 水騒ぎ 山根　文子 鳥取市

8 大雪の蓮池（湖山池） 山下　夏江 鳥取市

9 目線 山添　文枝 鳥取市

10 風の記憶－＜アリス・それから＞ 田中　ひとえ 鳥取市

11 礼 野津　清太郎 鳥取市

12 wish 康 鳥取市

13 風薫る 山川　滋美 鳥取市

14 ＭＡＯ・夏 長　あゆみ 鳥取市

15 方形に、圧縮 藤縄　聡 鳥取市

16 視覚原語 城戸　昭人 岩美町

17 横臥 田村　恵子 岩美町

18 黒い冬の風景 永美　大路 岩美町

19 廃鉱残雪 山本　虎之助 若桜町

20 integration 西尾　正子 智頭町

21 絆 森本　正枝 八頭町

22 二人の時間 沢田　恵子 八頭町

23 秋深し 箕浦　正 倉吉市

24 日本南瓜 市場　富士枝 倉吉市

25 藍染風呂敷と壷 山﨑　繁子 倉吉市

26 ステロタイプVER３－５ 山際　雅之 倉吉市

27 明日へ向かって～復興への願い 田中　廣子 倉吉市

28 void 山田　和之 湯梨浜町

29 ハッピーバードⅡ 宗内　金太郎 米子市

30 ダルバール広場 松井　薫 米子市

31 忘れられた浜 本池　有利子 米子市

32 在処（ありか） 梶村　自得 米子市

33 家路 髙塚　浩樹 米子市

34 中秋の夜 冬崎　寿幸 米子市

35 変わらないもの なりたようこ 米子市

36 傘工房 米原　貴志子 米子市

37 風亘る 木村　淑子 米子市

38 寂れゆく中で 須山　佑子 米子市

◆入選作品◆
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39 出漁前 水田　淑恵 米子市

40 佇む刻 園　哲雄 米子市

41 葉陰 野川　美保子 米子市

42 静物 橋本　早公子 米子市

43 寛ぎのとき 佐藤　千秋 米子市

44 桜への想い 東地　孝知 米子市

45 九月の詩 角　勝子 境港市

46 築港の主役（Ⅱ） 佐島　征 境港市

47 メランコリー（ある日の出来事） 山本　伸子 境港市

48 夏の終わりに 光木　桂二 境港市

49 記録と記憶 渡辺　洋子 境港市

50 回遊 足立　明美 境港市

51 蒼 浜田　美由紀 境港市

52 碇泊灯 大西　晴美 境港市

53 over and above 2011 No.2 大西　正洋 大山町

●日本画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 ドラム缶 井上　和子 鳥取市

2 墨牡丹 長砂　稲令 鳥取市

3 my猫五郎 川上　溪子 鳥取市

4 休憩する行者（インド・アグラ城にて） 小島　桃園 鳥取市

5 太古からの光 宮嶋　愛子 鳥取市

6 去りし日 窪田　和子 鳥取市

7 思い出の校舎 糸谷　まさ子 岩美町

8 日々 山本　和子 岩美町

9 風薫る 北川　澄江 八頭町

10 生きる 清水　良昭 北栄町

11 麗らかな春 河津　房子 米子市

12 落葉掃き（苔寺） 小松原　英子 米子市

13 みかえり阿弥陀如来 湯澤　栄子 米子市

14 爽流 野口　昭子 伯耆町

15 響き 頭本　俊子 日野町
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●版画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 夜明けの白兎海岸 田中　達郎 倉吉市

2 高齢者には笑顔が似合う 児玉　五郎 倉吉市

3 被災地-母と子の悲しみ 田中　廣子 倉吉市

4 代かきに 河口　忠義 倉吉市

5 絆（昼顔） 中原　玉美 倉吉市

6 ふと、足とめて 小田　加代子 倉吉市

7 遺跡 石田　しのぶ 米子市

●彫刻の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 思考空間－静かな夢 遠野　旅人 岩美町

2 風の声 但見　石花菜 琴浦町

3 希望 石坂　道正 境港市

4 モヤットボールⅡ 縫谷　誠治 伯耆町

●工芸の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 風の盆 齋江　範人 鳥取市

2 マンガン釉壷 芝原　信也 鳥取市

3 「MANGANESE」 西根　絵里子 鳥取市

4 灰釉花入 豊田　喜一郎 鳥取市

5 結 谷口　恵美子 鳥取市

6 からすうり 山口　邦子 鳥取市

7 釉抜紋花器「凛として」 浜田　勲夫 鳥取市

8 二重透かし彫り籠文壷 原田　淳子 鳥取市

9 彼岸の頃 伊縫　清重 鳥取市

10 すだれごしに 本城　圭子 鳥取市

11 練り込み鉢「うず潮」 杉本　義訓 岩美町

12 織部象嵌壺 山根　美代 米子市

13 多面壺 　吹野　●輔 米子市

14 黒泥線文広口花器 上田　正規 米子市

15 縞絣・帯状唐草 泉賀　教子 境港市
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●書道の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 いのちありて 石破　美幸 鳥取市

2 葉がくれに 八木谷　悦子 鳥取市

3 浅茅生の月 森　冨美江 鳥取市

4 四季 吉谷　万沙子 鳥取市

5 初音 中本　康恵 鳥取市

6 黄淳耀詩 中村　秀雲 鳥取市

7 羽風 山本　瑤子 鳥取市

8 千鳥 木下　智子 鳥取市

9 よられつる 稲田　房江 鳥取市

10 郷愁 足立　恵世 鳥取市

11 あかあかと 木下　美佐恵 鳥取市

12 ●蘭雪の詩 栂尾　裕雪 鳥取市

13 徐定夫詩 鎌谷　汪雲 鳥取市

14 王屋詩 西田　芳翠 鳥取市

15 陶淵明詩 坂本　順司 鳥取市

16 王守仁詩 前田　陽月 鳥取市

17 邱象升詩 前川　竹葉 鳥取市

18 ●位詩 中山　秀泉 鳥取市

19 副島蒼海詩 西垣　康雲 鳥取市

20 何景明詩 前田　翆波 鳥取市

21 白居易の詩 岸本　碧泉 鳥取市

22 高青卽詩 谷口　留仙 鳥取市

23 觀柘枝伎 森田　彩翠 鳥取市

24 村居秋興 栗岡　貞華 鳥取市

25 万葉集より一首 松本　李南 鳥取市

26 琴中鶴 村上　真理子 鳥取市

27 翁方綱詩 山田　美舟 鳥取市

28 万葉集のうた 川木　圭子 鳥取市

29 うらうらと 徳沢　美佐子 鳥取市

30 弄清泉 澤　芳蘭 鳥取市

31 洞庭謁湘君廟 尾﨑　聴砂 鳥取市

32 賈至の詩 小宮　東秋 鳥取市

33 姜宸英詩 小林　松逕 鳥取市

34 月斜人影忽在水 言水　抱泉 岩美町

35 露滴半林 石原　秀海 岩美町

36 翁方綱詩（種蓮） 岡垣　華雲 八頭町

37 仏にひまもらって洗濯している 米原　寿● 倉吉市

38 正岡子規の歌 徳岡　翠江 倉吉市

39 月夜 大窪　翠村 倉吉市

40 窓下有清雲 北窓　妙雲 倉吉市

41 与僧話旧 道祖尾　良苑 北栄町
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42 夏五月武昌 西古　春堂 米子市

43 月夜遊秋水橋岸 柴﨑　紅葉 米子市

44 臨海所居 渡辺　緑風 米子市

45 良寛の歌 吉岡　芝香 米子市

46 秋の心 春名　ますみ 米子市

47 ●●歌 矢倉　●● 米子市

48 桜の樹の下には 宮野　深翠 米子市

49 雨宿桃源菴 原　碧翠 米子市

50 杜甫詩 野本　春苑 米子市

51 王維詩 古門　隆香 米子市

52 呉萊詩 大櫃　義山 米子市

53 陸游詩 長谷川　千代 米子市

54 戴復古詩 山口　磐陽 米子市

55 一つ松 岩田　悠玉 米子市

56 芭蕉四季の句 中澤　秀月 米子市

57 万葉集の歌 上田　君子 米子市

58 黒髪 遠藤　史舟 米子市

59 真のちから 渡部　真泉 米子市

60 新秋寄徳隣 近藤　明美 米子市

61 蘇臺 野坂　新陽 米子市

62 落花 西川　清柳 米子市

63 蘇軾詩 柴田　玉汀 米子市

64 得叢 小谷　藤風 米子市

65 盂城●事 池田　伯泉 米子市

66 行軍九日思長安故園 川田　博翠 米子市

67 月見れば 木村　三千代 米子市

68 老我無心 山中　瑤真 米子市

69 南峰寺之詩 杉原　如春 米子市

70 九曲羊腸の路 木村　碧秀 境港市

71 紫薇花 松本　弓濱 境港市

72 ●蘭雪の詩 ●田　栄芳 大山町

73 杜甫詩 金田　芳州 伯耆町

74 峯わたる 瀬崎　恭子 伯耆町

75 姜宸英詩 大前　誠 伯耆町

76 素敵な夢を叶えましょう 遠藤　● 南部町

77 題高漫士雲山圖 植木　桂芳 日野町

78 論畫荅王耕南 大谷　真香 安来市
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●写真の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 砂丘追憶 濱部　正幸 鳥取市

2 少年野球 吉澤　幸太郎 鳥取市

3 ある日の午後 田口　雅美 鳥取市

4 夏の思い出 谷口　麗子 鳥取市

5 桜舞う 山田　稔 鳥取市

6 青の季節 モリタ　サム 鳥取市

7 夏いろ 上田　康恵 鳥取市

8 霧滴の詩 佐々木　清之助 鳥取市

9 花文様 小谷　善太郎 鳥取市

10 初夏の道 清水　美帆 鳥取市

11 出番待ち 隅田　孝彦 鳥取市

12 La nich●e（寄り添って） 右近　美智子 鳥取市

13 化身 那須　昭美 鳥取市

14 あしたへ 高田　啓一 鳥取市

15 モンスター 岡垣　彰 鳥取市

16 跳べ 山本　清惠 鳥取市

17 なつとボク 嶋田　美雪 鳥取市

18 夏末 田渕　緑 鳥取市

19 眺 小谷　準一 鳥取市

20 ２０１１ 松岡　一 鳥取市

21 田鏡 青木　堅治 若桜町

22 さざ波 小林　悦次 智頭町

23 恋う 小谷　有里 八頭町

24 夏の訪問者 海地　謙一 倉吉市

25 緋色の女 牧野　幹代 倉吉市

26 午後の情景 倉繁　重明 倉吉市

27 サプライズ 山田　直人 倉吉市

28 ヴァイオリン 計羽　孝之 倉吉市

29 午前６時の光景 森本　すま子 倉吉市

30 寒すずめ 上田　福美雄 倉吉市

31 静と動 仲村　吉一 倉吉市

32 残照 絹見　浩子 倉吉市

33 休漁日 山脇　賢治 倉吉市

34 独りぼっち 山本　勝巳 倉吉市

35 不思議なスタイル 池上　憲文 倉吉市

36 季夏の香り 鳥羽　欣恒 三朝町

37 草を食む 森田　陽子 湯梨浜町

38 ライン 横山　流水香 琴浦町

39 水面の精霊 根鈴　裕之 北栄町

40 雨上りの夕景 竹歳　育世 北栄町

41 陽差し 近藤　泰造 米子市
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42 港の灯 中林　俊彦 米子市

43 それぞれの視線 大田　和夫 米子市

44 異教徒の地で 大谷　眞二 米子市

45 春の出合 瓜生　幸惠 米子市

46 昼下がり 藤田　亀壽 米子市

47 好奇の目 生田　利秋 米子市

48 迷走 石丸なつ子 米子市

49 初夏 足立　紀美子 米子市

50 路地裏・石畳 角　尚子 米子市

51 夫婦 笠井　和子 米子市

52 視線 崎田　弘志 米子市

53 少女 岩崎　瑞枝 米子市

54 視線 原田　良子 米子市

55 叢に潜む者 小原　五月 米子市

56 小さな願い 吉田　成年 米子市

57 追憶 山根　周治 米子市

58 役者 安達　博志 米子市

59 表参道 北野　正 境港市

60 白い夢 阿部　禎男 境港市

61 下町の光景 朝井　章二 境港市

62 イマジネーション 山本　学 境港市

63 夏の夜 阿部　政美 境港市

64 ８才の夏 松本　功 境港市

65 帰り道 山本　孝之 境港市

66 忍び足 湊谷　紀子 大山町

67 越年寒波の爪痕 國頭　暉一郎 伯耆町

68 ジャンプ！！ 細田　京香 伯耆町

69 豆腐とねぎ 大本　正志 伯耆町

70 少女 佐藤　寛治 伯耆町

71 十七夜 後藤　栄 伯耆町

72 生 村尾　学 伯耆町

73 Life 澤下　由里 南部町

74 おいでモリアオガエル 神崎　靜人 南部町

75 曇り空の下 牧田　教介 日野町

76 夏の終りに 岡本　勝美 日野町
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●デザインの部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 権利と義務 金田　斉将 鳥取市

2 1/6 兒島　弘昇 鳥取市

3 博多祇園山笠 小谷　陽一 鳥取市

4 光の 康 鳥取市

5 幻想のファンタジア ＨＡＲＵ 鳥取市

6 鳥取の華 豪 鳥取市

7 Ｉｎｓｔａｌｌ 菅原　美都夫 鳥取市

8 赤い葉 吉村　八千代 八頭町

9 I would like to go home. 福田　友紀 倉吉市

10 COLORFUL 石倉　幸志郎 倉吉市

11 主張 安井　瀬奈 米子市

12 ドングリス 稲倉　里絵 米子市

13 WARNING　地球温暖化 三代　光 米子市

14 欲など無ければ悩まないのに・・・。 永島　奈央子 米子市

15 切望した未来に 和嶋　真理 米子市

16 地球ポートレイト 矢倉　麻祐子 米子市

17 破壊と花～強く咲きたい～ 阿部　馨 境港市

18 DREAM＝∞（夢は無限大） 大塚　朋美 南部町
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◆第５５回鳥取県美術展覧会　無鑑査作家等作品一覧◆

●洋画の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 もっと輝け、セルリアンブルー 運営委員 ニシオ　トミジ 鳥取市

2 「遥るかなる・・・。」 運営委員 ●　護 境港市

3 韻 審査員 上田　敏和 鳥取市

4 ひらがなの譜 審査員 足立　純子 倉吉市

5 驟雨（時の流れの中で） 審査員 浜田　良徳 米子市

6 正義の仮面 無鑑査 細川　佳成 鳥取市

7 印象・下北澤界隈－２ 無鑑査 坂尾　哲夫 鳥取市

8 黄昏 無鑑査 谷繁　淳子 鳥取市

9 城原海岸 無鑑査 山本　恵三 鳥取市

10 早春 無鑑査 櫻井　郁枝 鳥取市

11 羇愁 無鑑査 中尾　廣太郎 鳥取市

12 靜坐 無鑑査 坂野　眞人 倉吉市

13 花のある風景 無鑑査 越野　●夫 北栄町

14 倭の里 無鑑査 清水　芳武 米子市

15 陽だまり（１３） 無鑑査 福島　田鶴子 米子市

16 午後に 無鑑査 入江　康子 米子市

17 フランダース 無鑑査 小谷　悦夫 米子市

18 ナカニワ 無鑑査 植田　邦子 境港市

19 私日記「穴堀り」 無鑑査 山内　信 大山町

20 金剛力士 無鑑査 大江　昇 伯耆町

●日本画の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 流樹 運営委員 寺島　節朗 鳥取市

2 生きる 運営委員 髙橋　俊子 鳥取市

3 １６才 審査員 岸本　章 鳥取市

4 天女の羽衣 審査員 田中　深 米子市

5 日御崎燈台 無鑑査 森　義光 鳥取市

6 朧 無鑑査 ●田　茅穂子 鳥取市

7 雪の朝（鳥取駅南広場） 無鑑査 尾崎　恭子 鳥取市

8 帰路 無鑑査 橋本　江美子 鳥取市

9 ふる里 無鑑査 梅須　洋子 米子市

10 秋韻 無鑑査 松島　曻 米子市

11 岳 無鑑査 干村　えみ子 米子市

◆無鑑査等作品◆
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●版画の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 山陰海岸 運営委員 綾女　知廣 倉吉市

2 あの日の海は・・・ 運営委員 坂田　秀樹 倉吉市

3 時の祀り 審査員 トバ　タカユキ 倉吉市

4 新春二本松大山 審査員 豊島　利通 大山町

5 その向こう側・１１－C 審査員 生田　眞 伯耆町

6 歴程No.5 無鑑査 杤本　重夫 若桜町

7 ダッシュ 無鑑査 わたり　弘子 倉吉市

●彫刻の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 湖月 運営委員 石谷　孝二 鳥取市

2 CALENDARIO 運営委員 入江　博之 大山町

3 黄色の果実 審査員 谷口　俊 鳥取市

4 祈り 審査員 古市　義二 倉吉市

5 風の詩 審査員 永江　靖幸 伯耆町

6 愛 無鑑査 宮本　博巳 鳥取市

7 立つトルソー 無鑑査 奥谷　俊治 北栄町

8 Sの形（蛇頭） 無鑑査 中田　繁 境港市

●工芸の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 海底の魅惑 運営委員 古澤　順子 倉吉市

2 焼締窯変茜壷 運営委員 山本　浩彩 倉吉市

3 有線七宝蓋物「鄙の雪」 審査員 橋詰　峯子 鳥取市

4 白瓷面取壷 審査員 前田　昭博 鳥取市

5 絣帯「暁鐘・Ⅱ」 審査員 吉田　公之介 倉吉市

6 利久ねずみと紅い糸 無鑑査 安陪　寿恵 鳥取市

7 梻造拭漆食籠 無鑑査 森脇　信夫 米子市

8 己繋 無鑑査 安藤　釉三 米子市
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●書道の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 霜夜（釋迢空歌） 運営委員 住川　英明 鳥取市

2 万葉の歌 運営委員 藤山　雅鳳 米子市

3 泉聲帯月 審査員 柴山　抱海 鳥取市

4 杜牧詩 審査員 名越　蒼竹 倉吉市

5 こだま 審査員 森田　尾山 米子市

6 夏の歌 審査員 柴野　芳泉 米子市

7 初かりの聲 無鑑査 村上　千津子 鳥取市

8 寒月 無鑑査 伊吹　京子 鳥取市

9 毛利彰の言 無鑑査 蔵多　龍子 鳥取市

10 修證義 無鑑査 網師本　日海 鳥取市

11 春日 無鑑査 岸本　東恵 鳥取市

12 高野蘭亭の詩 無鑑査 稲垣　晴雲 鳥取市

13 石 無鑑査 宇野田　大● 鳥取市

14 酬郭給事 無鑑査 瀧　峯堂 鳥取市

15 中秋月鏡五雲開 無鑑査 岡田　游神 鳥取市

16 ほとゝぎす 無鑑査 岩田　輝代 鳥取市

17 月下舞 無鑑査 小林　直樹 鳥取市

18 趙孟頫詩 無鑑査 石田　雲鶴 鳥取市

19 卜居 無鑑査 生田　翠龍 倉吉市

20 螢飛 無鑑査 塚根　東翠 倉吉市

21 游魚 無鑑査 米田　香翠 倉吉市

22 晩自東郭留一二遊侶 無鑑査 水谷　鴨村 倉吉市

23 翠華 無鑑査 藤田　春水 倉吉市

24 春懐示隣里 無鑑査 山﨑　雲外 湯梨浜町

25 秋風の歌 無鑑査 山田　美鈴 琴浦町

26 仰観山俯聴泉 無鑑査 木村　船翠 琴浦町

27 楊守陳詩 無鑑査 岩垣　若翠 北栄町

28 紅樓院應制 無鑑査 木村　香翠 北栄町

29 残書 無鑑査 古沢　宕邨 米子市

30 梅江の詩 無鑑査 德岡　静● 米子市

31 越中覧古 無鑑査 八原　得安 米子市

32 晩唐詩 無鑑査 井尻　隆堂 米子市

33 凡夫のこころ 無鑑査 永井　美風 米子市

34 涼夜 無鑑査 山田　龍香 米子市

35 漢詩 無鑑査 井上　和風 米子市

36 李道生詩 無鑑査 渡邉　静水 米子市

37 秋下荊門 無鑑査 世川　道香 米子市

38 晩渡咸陽 無鑑査 川辺　夕水 境港市

39 歸田園居 無鑑査 舩原　濤軒 大山町

40 黄山 無鑑査 川添　恭郊 伯耆町
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●写真の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 庭草の中で 運営委員 沖　正 鳥取市

2 公園 運営委員 渡里　彰造 米子市

3 東海（トンヘ）の夜明け 審査員 杉本　雅美 鳥取市

4 composition 審査員 佐々木　節枝 鳥取市

5 寂寞の光景 審査員 生田　英明 日野町

6 無風景 無鑑査 霜村　大之進 鳥取市

7 閃光 無鑑査 川口　隆範 鳥取市

8 午後 無鑑査 川上　靖 鳥取市

9 永久の誓い 無鑑査 河村　隆 智頭町

10 谷中の猫たち 無鑑査 中山　哲史 八頭町

11 昼下り 無鑑査 山本　浩一 湯梨浜町

12 please.please.please! 無鑑査 川﨑　俊行 湯梨浜町

13 泰然自若 無鑑査 新　勝人 琴浦町

14 街角 無鑑査 長谷川　公夫 米子市

15 潮風が佇むところ 無鑑査 岩下　直行 米子市

16 庭先き 無鑑査 常藤　美代子 米子市

17 落葉遊び 無鑑査 今井　サトル 米子市

18 休日 無鑑査 小田原　利典 米子市

19 不安な時代 無鑑査 福島　多暉夫 米子市

20 My・view 無鑑査 藤田　廣美 境港市

21 葛藤 無鑑査 宮本　香子 江府町

●デザインの部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 Image 運営委員 足立　佳茂 鳥取市

2 重紙柱Ⅲ 審査員 勝部　忠正 米子市

3 ジャパネスク 無鑑査 山本　俊博 鳥取市

4 五月 無鑑査 雀　撞鐘 倉吉市

5 レプリカA 無鑑査 宗内　彰志 米子市
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