
各部門作者名５０音順

氏名 題名 備考（賞） 氏名 題名 備考（賞） 氏名 題名 備考（賞）

芦田 弘 インカ帝国の空中都市「マチュ・ピチュ」 松島 英樹 恋の魔法が解ける時 髙木 研璽 視線

生野 勝正 神庭の滝 丸居 雄二 UNTITLED-I 髙橋 正晴 残照

石井 玲而 何を射るのか 丸居 雄二 UNTITLED-0 芦屋市立美術博物館奨励賞 髙橋 正晴 一夏

井上 貴喜 夕映えのカタチ LADSギャラリー賞 簑原 侃子 CONNECTION② 田中 富士夫 家族 芦屋市立美術博物館奨励賞

井上 良太 港の一隅 村井 正子 しとど降る 谷川 和代 「真夏の幻影」 芦屋市長賞

今井 省二 ISHI 村尾 和枝 月が見る夢 芦屋ライオンズクラブ賞 田渕 佳英子 駱駝市の朝

岩佐 盾香 mixed emotions 本宮 氷 TARO 田渕 佳英子 パラソル 審査員特別賞

上野 秀明 「燁」火薬による爆発 矢野 衣美 燐景－koppu 芦屋市議会議長賞 都倉 重忠 北壁遠望

上野山 継二 幻の翼Ⅲ 山岡 利規 秋 豊田 明子 けだるい午後 菊寿会会長賞

上野山 継二 幻の翼Ⅳ 山﨑 稔 峠越え（シルクロード） 豊田 明子 のばしてあげたい

内海 芳夫 沖に立つ波 山中 秀夫 帝釈峡・雄橋 中尾 宣夫 雲上の花園

浦辺 民子 カナダ（オンタリオ湖とオーロラ） 山橋 大二郎 僕は君の帰りを待っている 中嶋 ひろ子 夏の吉野１

大西 智也 花水木 審査員特別賞 六根 由里香 tangible form #3 長塚 文男 威厳…鬼瓦は朽ちず

小野 曜 アザラシ 芦屋ユネスコ協会賞 中野 圭子 銀盤のステージ

風間 虹樹 焔いのち 中松 郁代 八面相

門脇 済美 遠くて　ずっと遠くて（２） 吉原賞 粟飯原 誠一 水女の福笑い 中松 郁代 正装パレード

金園 祐子 おとうとがうまれたの 粟飯原 誠一 一瞬法師 名越 章 リフレクション１

川北 俊治 泣き顔 明石 けい子 縞山羊 西尾 博之 一、太陽を背にすべし

河西 厚子 ５２ 芦屋市長賞 秋和 勉 夢の階段 西澤 忠雄 永遠の時間

貴島 裕 震災の記憶－まもなく２５年－ 芦田 芳郎 秋景 西澤 忠雄 疾走

吉良 星春 はじめてのマリーナ 荒木 透 エッチング風の菖蒲 西山 重樹 A soloist

くがい ゆたか 時の風Ⅰ 飯塚 富郎 渓谷に射す 野原 三惠子 赤い大地 審査員特別賞

窪田 誠一 朽ち迫る孫と見納め社堂 石井 静夫 清津の水鏡 芦屋市議会議長賞 野原 三惠子 水煙

桑垣 和弘 ストレスの正体 石井 静夫 濃溝の滝 花房 哲也 栄枯盛衰

小岩 眞実子 スイカの世界 芦屋婦人会賞 石川 信彦 京都タクシー 羽根田 幸男 晩夏 ハナヤ勘兵衛賞

小谷 晋 そして、奇妙な化石たちは破裂する 井上 淑子 ピエロのいる街 馬場 和正 下町

木庭 隆子 過ぎゆく時 井上 淑子 初化粧 浜野 喜久子 蒼い回廊

小宮 容一 ボール乗りファミリー登場 上野 純子 ひまわり 林 由喜夫 冬の朝

佐伯 龍之介 パンプキンフレンド 上村 隆夫 佇む 原 ゆり子 銀座四丁目交差点

相良 みつよ ミエナイ　ケド　アルモノ　陰 遠藤 堅衛 おとぎの国探検隊 原 ゆり子 Barbar Chair

白井 信雄 芦屋川Ⅰ 大西 静代 うららかな日 本郷 孝 シャッターチャンス！

菅原 幸秀 街の刻 審査員特別賞 奥村 律子 修験 前田 千代子 旅人 審査員特別賞

鈴木 一生 ペトラ遺跡、1979 角谷 政德 仲秋電月 前田 弘志 光と遊ぶ

鈴木 麻里 KHAOS-tetra 風穴 武志 若人の躍動 松田 敏明 ストリート

住𠮷 雄二 春光 加藤 昭代 想い出づくり 的野 博司 雨上がりの歴史館

髙萩 典子 からんどりえ 加藤 利弘 夕影 宮井 淳一 騎士今昔

竹林 美佐代 未来へ 金子 紀世子 白い絶壁 宮崎 大 光彩Ⅱ

辰巳 嘉彦 pvc seigaiha（aurora blue） 貴島 裕 窓辺の風景 宮田 孝二 黙然

田中 二三子 wave 北岡 恵美子 宙へ 宮林 立江 土手雲発生

寺田 明 回帰（Ⅰ） 北尾 知裕 Little hero 薬師 正興 赤色のある交差点

土井 惠子 3pm in Summer 審査員特別賞 北川 洋子 船だまり暮色 山口 昌宏 虚ろ

戸田 和孝 家族（ウランバートル郊外にて） 北川 洋子 或る少女 山下 隆司 ランウェイ

中田 スミ粉 レモンティー入れるね/アップルパイ焼くね 木村 由美子 eye 中山岩太賞 山田 純一 白昼夢

永原 清史 もう無い景色 久野 耕三 古都の幕開き 山中 俊三 残暑のとき 審査員特別賞

鳴尾 美佐子 和紙　and　墨 酒井 美貴子 霧の花園 山本 直恭 水面のキャンバス

西浦 絵理 映る　０２ 佐治 はるみ 生命 山本 昌彦 インフイオラータ

西山 哲彦 二十四節気 塩津 節子 フェアリー 吉川 艶子 黎明

畠山 忠美 チゴイネルワイゼンⅠ 篠原 和博 頂からの眺め 吉田 扇 祈り

林 久栄 微風 島津 貴充 石の薔薇 𠮷原 和孝 声援

林 久栄 無風 島津 貴充 ムクゲ マースフォト賞 和田 國雄 散歩仲間 芦屋ロータリークラブ賞

深見 和男 アレモコレモアツメテミマシタ 清水 和義 戦への静寂

フジタ ナオミ あの人のなか 清水 晴夫 母をさがす姉弟

細馬 千佳子 物質の解放〔Work ２０１９－W１００〕 ターナー色彩株式会社賞 菅原 和子 楽しい恐怖

前 有香 或る夏の午後 鈴木 一生 望郷

松岡 昭彦 CONNECTION② 鈴木 博 菜の花列車

第65回芦屋市展 会場：芦屋市立美術博物館

【平面】　（１階ホール、２階　回廊、第２展示室）

【写真】　（２階　第１展示室）

会期：２０１９年１０月８日（火）～１１月２４日（日）


