
会期

大阪展

金沢展

令和元(2019)年９月23日　一陽会

推挙
委員推挙 絵画部 甲賀　保 静岡県焼津市 西山恭申 石川県野々市市

伊沢良子 東京都国分寺市 中谷美和子 石川県七尾市 山田芳之 岐阜県大垣市

岩本秀明 千葉県市原市 後出秀茂 石川県能美市 山本正臣 富山県富山市

木下由美子 千葉県千葉市 姫路廣司 富山県富山市 吉池仁美 長野県長野市

絵画部 久留宮和子 神奈川県横須賀市 武鎧恭子 福井県福井市 渡邉順子 新潟県新潟市

会員推挙 小林明子 長野県長野市 藤田安臣 兵庫県宝塚市

下原知子 大阪府大阪市 牧内弘明 千葉県千葉市

田方　勇 石川県能美市 峯村欣弘 長野県長野市

版画部
彫刻部

大越洋二 東京都東久留米市 髙岡　せつ子 福井県福井市 吉尾　梨加 岡山県倉敷市

大島　満男 岐阜県岐阜市 高橋　文夫 長野県飯山市 渡邉　一仁 山梨県笛吹市

片山　麻里江 岡山県岡山市 武田　直美 東京都葛飾区

絵画部 木下　脩 石川県白山市 服部秀勝 愛知県海部郡蟹江町

会友推挙 木村　和彦 千葉県千葉市 廣瀬冨美子 福井県坂井市

小林　八重子 千葉県千葉市 藤木良一 富山県富山市

小松　幸廣 千葉県八千代市 古市正彦 神奈川県横浜市

堀　英夫 富山県富山市

清水　成子 福井県あわら市 山崎真魚 北海道札幌市

白川　雅義 千葉県袖ケ浦市 横山　満津子 岐阜県大垣市

版画部
彫刻部 木村公則 茨城県つくば市

受賞
赤津　賞 絵画部 山本映子 10月２日選考決定

一陽賞 絵画部 赤木秀明 徳島県鳴門市

彫刻部 木村公則 茨城県つくば市
青麦賞 絵画部 大島満男 岐阜県岐阜市

彫刻部
絵画部 喜多誉子 奈良県生駒市 北川徳子 大阪府大阪市

特待賞 版画部 明輪勇作 東京都荒川区

彫刻部 羽室陽森 茨城県つくば市 古場　勇士 茨城県つくば市
嵐川眞智子 福井県坂井市 戸村世奈 千葉県木更津市 本井秀琴 千葉県八千代市
井口栄資 神奈川県横浜市 西村恵美子 大阪府枚方市 吉岡浩一 兵庫県宝塚市
岩田悠子 愛知県尾張旭市 平井仁美 福井県福井市 吉川暁遊 福井県あわら市

絵画部 亀山敏子 愛知県尾張旭市 藤田美津子 千葉県茂原市
奨励賞 栗林伸一 千葉県千葉市 藤本百代 北海道虻田郡ニセコ町

小西洋子 滋賀県野洲市 降矢久恵 神奈川県座間市
下坂雅俊 兵庫県西宮市 巻砂紀恵 石川県七尾市
高島達雄 富山県砺波市 松村典子 福井県丹生郡越前町

版画部 石塚絢子 神奈川県逗子市
彫刻部 松本　淳志 茨城県猿島郡五霞町

鈴木信太郎賞 絵画部 白井正浩 石川県金沢市
野間仁根賞 絵画部 松村一夫 奈良県奈良市
高岡徳太郎賞 絵画部 村杉哲子 神奈川県横浜市

絵画部 磯崎式子 神奈川県横浜市 福山歩由美 千葉県千葉市
会員賞 楠森道剛 大阪府茨木市 山本映子 千葉県長生郡白子町

版画部 小林ミイラ 東京都北区
彫刻部 深谷　直之 茨城県取手市

会友賞 絵画部 黒川秀夫 千葉県千葉市 後藤　杏 岡山県岡山市
彫刻部 葛迫　大祐 茨城県ひたちなか市

スカラベ賞 絵画部 市橋哲夫 新潟県新潟市 久保田正剛 岐阜県養老郡養老町 山本文郎 富山県砺波市
彫刻部 小林 一夫 長野県小諸市

瑞繪賞 絵画部 渡邊ひろ子 千葉県八千代市
植木　力賞 彫刻部 小林　達也 東京都目黒区
野外彫刻賞 彫刻部

損保ジャパン
日本興亜美術
財団賞

絵画部 尾島　守 兵庫県神戸市

65回記念賞 絵画部 溝下美代子 大阪府和泉市

６５回特別賞 絵画部 安孫子百合 大阪府枚方市

65回記念 絵画部 石川恭子 秋田県秋田市 林　政人 長野県松本市 山下濶志 大阪府大阪市

会員功労賞 和泉　洸 石川県能美市 前田　睦 福岡県北九州市

彫刻部 海老根　美奈子 茨城県水戸市 小宅　淑子 茨城県那珂市

令和元(2019)年11月21日（木）～11月25日（月） 場所　　　　石川県立美術館

令和元(2019)年10月22日（火）～10月27日（日）

令和元(2019)年10月2日（水）～10月14日（月） 場所　　　　国立新美術館　　10月8日（火）休館

場所　　　　大阪市立美術館



第65回一陽展　入選者
絵画部 82名 網掛け　初入選　16名

赤木秀明 徳島県鳴門市 小松幸廣 千葉県八千代市 藤田美津子 千葉県茂原市
秋本美智子 富山県富山市 才田智美 富山県中新川郡上市町 藤本百代 北海道虻田郡ニセコ町
嵐川眞智子 福井県坂井市 佐山虎男 新潟県新潟市 降矢久恵 神奈川県座間市
有田和左 石川県能美市 澤田貢三 奈良県葛城市 古市正彦 神奈川県横浜市
安藤均 千葉県千葉市 清水成子 福井県あわら市 星野聡子 千葉県千葉市
井口栄資 神奈川県横浜市 下坂雅俊 兵庫県西宮市 堀英夫 富山県富山市
板倉孝久 富山県富山市 白川雅義 千葉県袖ケ浦市 前田 博子 千葉県千葉市
伊藤知佐子 愛知県一宮市 杉藤実 神奈川県相模原市 巻砂紀恵 石川県七尾市
稲垣岳彦 富山県富山市 鈴木信博 千葉県千葉市 松村典子 福井県丹生郡越前町
井上真知子 福井県越前市 鈴木豊 千葉県千葉市 丸山かはる 石川県金沢市
今井田高江 岐阜県羽島市 髙岡せつ子 福井県福井市 宮下久仁 長野県千曲市
岩田悠子 愛知県尾張旭市 高際恵子 千葉県大網白里市 本井秀琴 千葉県八千代市
上田多津子 岐阜県各務原市 高島達雄 富山県砺波市 森本　正義 兵庫県西宮市
大越洋二 東京都東久留米市 髙梨康雄 東京都品川区 安田明美 石川県金沢市
大島満男 岐阜県岐阜市 高橋文夫 長野県飯山市 山崎真魚 北海道札幌市
大友史郎 石川県金沢市 武田直美 東京都葛飾区 横田真吾 大阪府和泉市
奥井輝男 富山県富山市 田村久美子 石川県白山市 横山満津子 岐阜県大垣市
片山麻里江 岡山県岡山市 田村昭子 富山県富山市 吉尾梨加 岡山県倉敷市
金井洋子 大阪府阪南市 近澤美穂子 岐阜県養老郡養老町 吉岡浩一 兵庫県宝塚市
亀山敏子 愛知県尾張旭市 富岡博子 富山県富山市 吉川暁遊 福井県あわら市
川島信子 東京都世田谷区 戸村世奈 千葉県木更津市 吉沢圭子 東京都稲城市
喜多誉子 奈良県生駒市 西澤克実 千葉県千葉市 渡邉一仁 山梨県笛吹市
北川徳子 大阪府大阪市 西村恵美子 大阪府枚方市
木下脩 石川県白山市 橋本祥子 長野県千曲市
木村和彦 千葉県千葉市 服部秀勝 愛知県海部郡蟹江町
栗林伸一 千葉県千葉市 浜田三枝 神奈川県横浜市
小泉亜紀 千葉県千葉市 平井仁美 福井県福井市
郡山吉子 東京都世田谷区 廣瀬冨美子 福井県坂井市
小西洋子 滋賀県野洲市 福井和子 青森県弘前市
小林八重子 千葉県千葉市 藤木良一 富山県富山市

版画部 2名 網掛け　初入選1名
明輪　勇作 東京都荒川区 石塚絢子 神奈川県逗子市

彫刻部 9名 網掛け　初入選
霄　洋明 東京都中野区 島﨑　將 兵庫県尼崎市 馬場　美康 東京都町田市
木村　公則 茨城県つくば市 染谷　佳司 茨城県猿島郡五霞町 松本　淳志 茨城県つくば市
古場　勇士 茨城県つくば市 羽室　陽森 茨城県つくば市 矢野　晋次 茨城県つくば市


