
2013県展（第51回県展）

部門　絵画／彫刻・立体／工芸／書／写真／デザイン

平成25年7月27日（土）～8月17日（土）月曜日休館

会場　兵庫県立美術館王子分館
　　　原田の森ギャラリー 2階大展示室
主催　兵庫県
　　　兵庫県立美術館
　　　神戸新聞社
　　　公益財団法人 兵庫県芸術文化協会

〈絵画〉

No. 作品名 賞 氏名 居住地
絵―１ 夢 風呂本和彦 神戸市灘区
絵―２ 誕生 青木養子 神戸市北区
絵―３ 作業の記憶 西森光男 尼崎市
絵―４ 裏六甲の風 高野榮四郎 神戸市長田区
絵―５ 雨音がきこえる 真下泰子 神戸市中央区
絵―６ 死肉屋 百々亮人 神戸市西区
絵―７ 黄色い雨（放射能汚染） 吉田　豊 神戸市垂水区
絵―８ めばえ 鷲尾さえ子 赤穂市
絵―９ Banbury Hill Farm 寺内敏夫 神戸市西区
絵―１０ 頬杖 笹本しずか 三木市
絵―１１ ゼブラのぶらぶら散歩 亀井啓二 神戸市灘区
絵―１２ 水の記憶 井藤美智子 神戸市東灘区
絵―１３ 木漏れ日 足立きみ子 神戸市灘区
絵―１４ 枯菊 佳作 河合旦子 神戸市北区
絵―１５ 無題 吉田篤弘 姫路市
絵―１６ 月あかりの下で 中瀬香織 神戸市北区
絵―１７ 風のむこう 佐伯訓子 神戸市北区
絵―１８ 壁画化する風景 四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 髙井八重子 神戸市須磨区
絵―１９ １３ 一集Ⅳ 杭田恭子 神戸市西区
絵―２０ ゆるぎなきものへ想いかさねて 藤原かおり 加東市
絵―２１ 忘却の間 八木貫誠 西宮市
絵―２２ 明日の彩 金川郁子 加古川市
絵―２３ 余寒 青木瑞穂 神戸市北区
絵―２４ 待つ 小西康江 芦屋市
絵―２５ ヒグラシ 岡山英二 宝塚市
絵―２６ 牧歌 谷林田津子 姫路市
絵―２７ 花舞台 竹澤弘美 猪名川町
絵―２８ 小満 村上信行 神戸市北区
絵―２９ highdell 佳作 重松里奈 小野市
絵―３０ 悠、ゆらり 王　一美 神戸市兵庫区
絵―３１ diary-july 門脇済美 神戸市垂水区
絵―３２ 暁 木下勝子 明石市
絵―３３ 浮遊 住中進吾 姫路市
絵―３４ ３月１８日－記念の日に－ 荒木孝典 丹波市
絵―３５ 空隙 上山　緑 神戸市東灘区
絵―３６ 花 斎藤明香 洲本市
絵―３７ 旅をする風景 長谷川　翠 加東市
絵―３８ 村の教会 栗生芳子 神戸市須磨区
絵―３９ The another world 宿南　泉 養父市
絵―４０ ハミング 近藤美智子 神戸市兵庫区
絵―４１ Swimmer 光森千咲 神戸市北区
絵―４２ MOOOOOOO 吉原冬織 宝塚市
絵―４３ 駅 田村佳加 川西市
絵―４４ 幻夢 髙田征子 三田市
絵―４５ レ・モ・ン 田邉秀子 姫路市
絵―４６ 樹齢　２０１３－２ 佳作 清水　侃 姫路市
絵―４７ 朝輝 千崎勝廣 赤穂市
絵―４８ 幻想 吉川義紀 姫路市
絵―４９ おべんとう 上田節子 姫路市
絵―５０ 晩夏 水野洋子 姫路市



絵―５１ つながる 濱口和歌 芦屋市
絵―５２ 夜のイストリア 二席　兵庫県立美術館賞　 藤本隆正 西脇市
絵―５３ Authheben 内海　遥 神戸市西区
絵―５４ 光芒の刻 小瀧幸彦 宝塚市
絵―５５ つ・ぶ・や・き･･････だ・れ・に 小濱くに子 宝塚市
絵―５６ 愛しの林檎 卜田衣子 宝塚市
絵―５７ 機械化 原　淸 神戸市西区
絵―５８ 来る日 一席　部門大賞（知事賞） 藤井のぶお 洲本市
絵―５９ 実は熟して 三席　神戸新聞社賞　 宮原和朗 明石市
絵―６０ STILLALIVE-転生- 原　ちとせ 丹波市
絵―６１ いつでも夢を 井奥篤眞 明石市
絵―６２ ダンスの後で 山本文昭 猪名川町
絵―６３ 時軸（Ⅱ） 寺田　明 宝塚市
絵―６４ 晨 高田佳弘 南あわじ市
絵―６５ 川のある道 浅川さちえ 神戸市東灘区
絵―６６ 赤と緑の連鎖 垣内博雄 西脇市
絵―６７ 少年 嶋﨑　恵 神戸市灘区

〈彫刻・立体〉

No. 作品名 賞 氏名 居住地
彫・立－１ 海の時刻 四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 前川芳輝 神戸市灘区
彫・立－２ 渡って行く女達 佳作 兒玉健二 神戸市兵庫区
彫・立－３ Ｔhree Lines 三席　神戸新聞社賞　 多鹿宏毅 西脇市
彫・立－４ 境界 二席　兵庫県立美術館賞　 奥村　誠 西宮市
彫・立－５ 風を運ぶ少年 一席　部門大賞（知事賞） 藤本尚隆 西脇市

〈工芸〉
No. 作品名 賞 氏名 居住地

工－１ nostalgia 四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 山本眞由美 姫路市
工－２ ＮＹの印象 鍋島タモツ 芦屋市
工－３ 赤い糸 高谷敏正 加古川市
工－４ Poison flower 佳作 池田寛子 姫路市
工－５ 白夢 古谷智子 西宮市
工－６ 軌跡（ホタル） 柳原紀子 奈良県香芝市
工－７ 華 一席　部門大賞（知事賞） 西田博行 姫路市
工－８ 生姜 二席　兵庫県立美術館賞　 松田千尋 明石市
工－９ 蒲公英 日谷千秋 明石市
工－１０ 緑蔭 藤田ひろ子 川西市
工－１１ recurring decimals 飯塚博子 姫路市
工－１２ 二十四節季 佳作 土山暁世 宝塚市
工－１３ Augment 佳作 石井康彦 神戸市西区
工－１４ 雫 中西　友 芦屋市
工－１５ そらへ 三席　神戸新聞社賞　 山下宏樹 三田市
工－１６ 銅釉しのぎ壺 杉原輝彦 神戸市須磨区

〈書〉
No. 作品名 賞 氏名 居住地

書－１ 青空 佳作 井上弥生 小野市
書－２ IMA 甲山京子 小野市
書－３ 潮の音 二席　兵庫県立美術館賞　 八尾公三 神戸市兵庫区
書－４ 花 三浦秀子 神戸市垂水区
書－５ 撫子の歌　二首　 池田紅華 神戸市東灘区
書－６ 夏山の 中田亜弓 神戸市須磨区
書－７ HANABI 御厨昭子 神戸市東灘区
書－８ 四季 阿原富美子 尼崎市
書－９ GO 嶋田　治 神戸市東灘区
書－１０ 王漁洋詩 三席　神戸新聞社賞　 西畑好扇 神戸市北区
書－１１ 帰田園居 池澤亜弥 三田市
書－１２ さく花の 内波　薫 赤穂市
書－１３ 梅の花 大谷洋子 姫路市
書－１４ 白楽天詩 矢野啓峰 川西市
書－１５ 雨 山下雨情 姫路市
書－１６ 春 佳作 森岡郁恵 姫路市
書－１７ 王漁洋詩 星住桂月(美津代) 姫路市
書－１８ 張廷璐詩 池原翠香 高砂市
書－１９ 王淮の詩 池田春晃(謙) 丹波市
書－２０ 唐詩 片岡虹石 神戸市垂水区
書－２１ 明詩 沖田花風 神戸市垂水区
書－２２ 明詩選 岡林蘆汀 神戸市垂水区
書－２３ 明詩 佳作 松山悠翠 神戸市中央区
書－２４ 龍 奥谷　恵 神戸市東灘区



書－２５ 燕（ＥＮ） 一席　部門大賞（知事賞） 簡　康惠 神戸市中央区
書－２６ 秋光 糸島豊子 神戸市東灘区
書－２７ 劉泓の詩 長田黄蘭 神戸市須磨区
書－２８ 楊萬里詩 四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 井口玉泉 姫路市
書－２９ 陸游詩 三木一美 神戸市垂水区
書－３０ 徐夜詩 福西　章 揖保郡太子町
書－３１ 范成大詩 森下素香 揖保郡太子町
書－３２ 徐璣詩 髙尾玉燁 姫路市
書－３３ 羅隠詩 田辺碧泉 淡路市
書－３４ 程本立詩 松本映華 姫路市
書－３５ 松風 西川純子 西脇市

〈写真〉
No. 作品名 賞 氏名 居住地

写－１ 彩妙 関藤有之 三木市
写－２ 氷華律動 尾﨑郁也 明石市
写－３ 朽ちる 堀畑静子 神戸市北区
写－４ 情景 森本孝義 尼崎市
写－５ 孤高のアリア 北川喜則 神戸市垂水区
写－６ こわくない 古川俊昭 明石市
写－７ 一網打尽 鍋島タモツ 芦屋市
写－８ スキンシップ 地主笑子 神戸市灘区
写－９ 路傍散策 池田重信 神戸市須磨区
写－１０ 夢の中へ 青山正人 神戸市灘区
写－１１ 雪国 皆木千秋 神戸市須磨区
写－１２ カカシの里 佳作 廣岡卓樹 淡路市
写－１３ 時の流れ 一席　部門大賞（知事賞） 荻野　裕 丹波市
写－１４ 灼熱の勇者 下山　薫 西宮市
写－１５ 浜の響き 山下　茂 姫路市
写－１６ 時の記憶 河津勇三 たつの市
写－１７ 視 平野昭夫 西宮市
写－１８ 雪に唄えば 佳作 土居　勝 神戸市西区
写－１９ 激流 佐々木輝夫 姫路市
写－２０ 白菜　大好き 四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 大﨑美佳 三木市
写－２１ 白い街 車谷淳郎 神戸市北区
写－２２ タイムスリップ 谷川憲一 宝塚市
写－２３ 手筒衆 柏木公恵 神戸市西区
写－２４ 聖なる河の早朝 吉川艶子 芦屋市
写－２５ 丘の上のバス停留所 髙橋喜久雄 神戸市北区
写－２６ 出番前 西村俊裕 三田市
写－２７ お疲れさま 二席　兵庫県立美術館賞　 田中　宏 相生市
写－２８ グラウンド整備 貴島　裕 神戸市東灘区
写－２９ 湖畔のハンター 長岡幸男 西宮市
写－３０ 海の世界 坂本安子 西宮市
写－３１ お参り 南　秀人 神戸市灘区
写－３２ ヒカリのあつまり 桑田紗季 大阪府大阪市
写－３３ 静寂 岡田　茂 神戸市北区
写－３４ 生気 藤井婦喜子 宝塚市
写－３５ 時の語らい 杉本伸英 加東市
写－３６ 傘雲 松永直徳 神戸市須磨区
写－３７ 夜明け 髙橋　明 神戸市須磨区
写－３８ 自由と規律 山本　柱 宝塚市
写－３９ もういちど、飛ぼう 桑田哲也 神戸市垂水区
写－４０ 御田植祭 佐藤淑子 神戸市北区
写－４１ 街角パッチワーク 三席　神戸新聞社賞　 大久保広海 神戸市兵庫区
写－４２ 故郷 藤本庸文 明石市
写－４３ 駅上・午後３時 山口政宏 明石市
写－４４ 童夢 入江隆士 宝塚市
写－４５ 夜の入り口 木村友紀 神戸市長田区
写－４６ 眼光炯炯 今村光政 神戸市東灘区
写－４７ お父さんの手袋 柴田恵子 神戸市中央区
写－４８ 刻 石若良兼 神戸市須磨区
写－４９ wonder world 加島　光 姫路市
写－５０ 氷紋 納庄喜一 三木市
写－５１ 陶酔 平井正富久 三木市
写－５２ 静かに輝く 谷口昭子 神戸市長田区
写－５３ 父子で見る夢 中井美智一 神戸市西区
写－５４ みずかがみ 松本真依 大阪府吹田市
写－５５ セルフポートレイト 八木慎二郎 西宮市
写－５６ らせん階段 青木明夫 西宮市
写－５７ 写真の中のボク 船田洋平 大阪府池田市



写－５８ タウンフェース 入江邦生 明石市
写－５９ 孤高 天宅俊造 神戸市北区
写－６０ 幸なひととき 津川宣子 神戸市灘区
写－６１ sukima 田村佳加 川西市
写－６２ 誘惑 髙見紀雄 姫路市
写－６３ さくら 佳作 阪上　清 西脇市
写－６４ 義士まつり 藤野　稔 神戸市中央区
写－６５ お元気ですか？ 井澤文秀 稲美町
写－６６ 予感 荒木郁子 神戸市北区

〈デザイン〉

No. 作品名 賞 氏名 居住地
デ－１ スマホアホ 三席　神戸新聞社賞　 藤本　豊 加東市
デ－２ トウランドット 一席　部門大賞（知事賞） 早川博唯 伊丹市

デ－３
①ここでない何処かに・・・
②何処かに・・・

二席　兵庫県立美術館賞　 池上　眞 宝塚市

デ－４ 夢想い 佳作 三木一代 姫路市
デ－５ 大人バレエへのススメ しらいよう(三宅祐子神戸市兵庫区
デ－６ コンテスト・あたしがイチバン!! 寺岡喜美子 神戸市灘区
デ－７ DESIRE 山田誠二 尼崎市

デ－８
「判子さんの休日旅行　神戸編」
Holiday trip of a stamp in Kobe.

四席（公財）兵庫県芸術文化協会賞 伊藤　淳 神戸市北区

デ－９ げん 佳作 磯和優梨 神戸市東灘区

審査員
【県展大賞】　　
蓑　豊（兵庫県立美術館館長）　　　
【絵　画】　 
児玉　靖枝（画家／宝塚大学教授）
篠　雅廣（大阪市立美術館館長）
西野　陽一（画家） 　
【彫刻・立体】　
井田　彪（彫刻家／京都造形芸術大学客員教授）
岡本　康明（京都造形芸術大学教授）
小清水　漸（彫刻家／宝塚大学学長）
【工　芸】  
市野　雅彦（陶芸家）  　
小野山　和代（染織家／大阪芸術大学教授）
畑　智子（京都府京都文化博物館学芸課長）
【  書  】　　　
岩永　栖邨（書家／兵庫県書作家協会副理事長）
牛丸　好一（書家／兵庫県書作家協会参事）
田中　景雲（書家／兵庫県書作家協会運営理事）
【写　真】　　　
里　博文（写真家／大阪芸術大学准教授）
松實輝彦（名古屋芸術大学人間発達学部准教授）
吉川　直哉（写真家／宝塚大学教授）
【デザイン】　
田中　一好（画家／神戸芸術工科大学特任教授）
田村　昭彦（グラフィックデザイナー／大阪芸術大学教授）
藪　亨（大阪芸術大学大学博物館館長）

[以上、各部門５０音順・敬称略]

部門別応募点数および入選数

部門 応募作品数 入選数
絵画 212 67
彫刻・立体 17 5
工芸 50 16
書 108 35
写真 213 66
デザイン 24 9
計 624 198


