
各部門作者名50音順

氏名 題名 賞名 氏名 題名 賞名

赤木政則 聳え立つ幻想タワー 鈴木一生 ナヴォイオ　ビーチ　2011

芦田 弘 北海道美瑛町 鈴木麻里 五心のgrow

石宮千佐登 春の松獣 髙萩典子 これから

井上貴喜 おね（冬ざれ） 高橋 渉 絵画のある静物

岩佐盾香 止め処ない呟き 吉原賞 寺田直明 赤い木Ⅰ ターナー色彩株式会社賞

空間（白紙のパネル）　　　　　　 土井惠子 午後に

時間（白紙のパネルから） 戸田和孝 起源（origin）

上野山継二 この狂気の歴史を記録せよ 芦屋ユネスコ協会賞 長岡善孝 時空 芦屋市議会議長賞

エビハラミヨコ 飛翔 中瀬俊介 ゴッホ・オマージュ

岡本範子 2021・SUMMER 中谷大知 untitled

奥村 誠 水面 長屋ともみ 銀杏並木の街角

おぐらせつこ 街の灯 西浦絵理 うつる

折羽弘子 老木に満開のさくら 西川忠男 瞑想の自画像

風間虹樹
。、、ひとつ
いのち。、、

審査員特別賞 西川輝彦 The Air Ⅱ

片田育郎 廃棄 西山哲彦 自画像

門脇済美 map―もう遠くて 芦屋市婦人会賞 橋本夏生 river 

門脇済美 map―明日の向こうへ 橋本夏生 蝉 芦屋ライオンズクラブ賞

金園祐子 漂着 HASE. コミュニケーション 審査員特別賞

川北俊治 ひこばえ 芦屋市立美術博物館奨励賞 畠山忠美 夢の跡　１

貴島 裕 多種多葉 花野理恵 Soulmates

透明な衝動Ⅰ　　 林 久栄 芦屋浜

透明な衝動Ⅱ　 原 康浩 SHO-“壽—77”

北口千鶴子 バラ達の集い フジタナオミ リンゴ―愛のカタチ―

桑垣和弘 モヤモヤの伏線 細馬千佳子 物質の解放〔Work 2021.11.14-room1〕

小谷 晋 光と暗 細馬千佳子 物質の解放〔Work 2021.11.14-room2〕

小宮容一 ルルカと漁師/未明に 松浦良明 地鳴り

近藤正一 日常 松島英樹 不完全なあなたと私

阪本佳代子 糸と私 丸居雄二 UNTITLED　Ⅰ

相楽惠里子 田園譜 簑原侃子 CONNECTION Ⅱ

相良みつよ Bainbridge 4841 301132 村田和子 夢みるヤモリ～Night ＆ Day

島津貴充 SOLID GROOVE 村田和子 未来へ

白井信雄 アリゾナの珪化木　Ⅶ 本宮 氷 Gold Green Red

菅原幸秀 街の泊 山本市右衛門 何かが始まる音がする

米田行成 Bettyo-Nain

鷲見千絵 小さな洗濯屋さん

芦屋市長賞

第66回芦屋市展　2022.3.8 - 3.27　芦屋市立美術博物館
出品リスト（平面部門）／　会場：１階 ホール、2階 回廊、第2展示室

上野秀明 LADSギャラリー賞

岸本幸三



各部門作者名50音順

氏名 題名 賞名 氏名 題名 賞名

明石けい子 生命の煌めき 菅原和子 仲良し兄弟

秋和 勉 海底散歩 須崎哲哉 ある菩薩寺

粟飯原誠一 円満ウキウキ満開 須崎哲哉 小春日和の頃 審査員特別賞

池田君江 かわいい整列 田中 諭 靨（えくぼ）

井之上修三 母 芦屋市長賞 田中智基 静かな光　１ 審査員特別賞

井之上修三 厳冬 田中智基 静かな光　２

井上淑子 平和の告知 田中富士夫 ノスタルジー

井上淑子 ファンタジー 豊田明子 自撮り？

宇田川洋二 群像 中松郁代 アート空間

遠藤堅衛 田舎通り 名越 章 怪鳥現る

遠藤堅衛 托鉢日和 西澤忠雄 昭和の街

大垣賢一 怒濤 西村貴久世 隈取メイク

大垣賢一 風の悪戯 芦屋市議会議長賞 西山重樹 想い

太田さよ子 不確実な世界 西山重樹 あこがれの…

太田さよ子 不安定な世界 羽田範子 ゲリラ豪雨

大西静代 ストリート 早川麗子 黄昏の大橋

大森久美 彩色 半澤良樹 マダガスカルの女

岡野仲伸 ブラックホール 前田千代子 夏の思い出 芦屋ロータリークラブ賞

加藤昭代 目線 三木宏之 SUNDOWN

加藤昭代 ストライプ 光武仙子 一隅のイメージシート 審査員特別賞

加藤利弘 追憶 三宅美佐子 ある駐車場

金泉萬楽 哀愁 三宅美佐子 壁画 ハナヤ勘兵衛賞

金子紀世子 息ピッタリ！！ 宮﨑 大 豊漁 菊寿会会長賞

神木歌子 変身 宮林立江 future

香山 勇 惜春 森本正幸 波紋

木村由美子 葉っぱのお舟でどこいこう？ 八木義明 慕城 中山岩太賞

木村由美子 時代の影 芦屋市立美術博物館奨励賞 薬師正興 藹藹

久野耕三 結界 安田 孝 連帯 マースフォト賞

小林恭子 ヒマワリスケッチ画 山本久代 龍が飛ぶ

佐治はるみ 海中に潜って「蝶舞」 山本由美子 黙想

塩津節子 夢中 吉田 豊 ねらう

島津貴充 廃屋の薔薇 𠮷原和孝 八朔の日

嶋田平一 スマホ時代

出品リスト（写真部門）　／　会場：２階　第1展示室


