
作家名・作品名

番号 ⽒名 分野 作品名
1 ⻘⼭ 亘幹 ⽇本画 朱夏
2 荒井 経 ⽇本画 べろ藍の⾵景
3 ⽯踊 達哉 ⽇本画 夜桜
4 磯部 光太郎 ⽇本画 Biotop ⾬宿り
5 井⼿ 康⼈ ⽇本画 花の夢
6 岩永 てるみ ⽇本画 海峡
7 植⽥ ⼀穂 ⽇本画 岳
8 岡村 桂三郎 ⽇本画 うさぎ
9 押元 ⼀敏 ⽇本画 ｔｏｒｓｏ L3

10 加来 万周 ⽇本画 粋炎
11 狩俣 公介 ⽇本画 流麗
12 岸野 ⾹ ⽇本画 ⽷⾳
13 喜多 祥泰 ⽇本画 春刻
14 北⽥ 克⼰ ⽇本画 ⽔の華
15 絹⾕ ⾹菜⼦ ⽇本画 夢の中Ⅱ
16 國司 華⼦ ⽇本画 『タチアガルヨ．僕ラハ。』
17 窪井 裕美 ⽇本画 ⾹
18 倉島 重友 ⽇本画 花の森
19 下⽥ 義寬 ⽇本画 朝陽
20 関 出 ⽇本画 素描 セレネの⾺
21 千住 博 ⽇本画 ウォーターフォール
22 ⾼崎 昇平 ⽇本画 懐春
23 髙島 圭史 ⽇本画 ⾒習い庭師
24 滝沢 具幸 ⽇本画 池沼
25 瀧下 和之 ⽇本画 閻魔⼤王図
26 ⽥渕 俊夫 ⽇本画 いつかの⽉
27 ⼿塚 雄⼆ ⽇本画 良⾵⽉
28 東儀 恭⼦ ⽇本画 薫⾵
29 永井 健志 ⽇本画 燦
30 中島 千波 ⽇本画 さくら
31 名古屋 剛志 ⽇本画 待ち合わせ
32 ⻄岡 悠妃 ⽇本画 華の名
33 廣瀬 貴洋 ⽇本画 秋⽔
34 前⽥ ⼒ ⽇本画 ⻘い花
35 牧野 ⾹⾥ ⽇本画 桔梗
36 間島 秀徳 ⽇本画 Kinesis No.700 (cosmic flow)
37 松岡 歩 ⽇本画 親⼦
38 松下 雅寿 ⽇本画 麗
39 松村 公太 ⽇本画 昇波
40 宮廽 正明 ⽇本画 協奏曲（藝）
41 宮下 真理⼦ ⽇本画 潮⾵の休息
42 ⼭⽥ 伸 ⽇本画 ゆく季
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43 相笠 昌義 油画 こども喜怒哀楽図・Ⅱ Ⅷ-2017
44 秋本 貴透 油画 専任捜査官
45 安彦 ⽂平 油画 プロテアの秘密
46 池⼝ 史⼦ 油画 春を待つ
47 ⽯橋 久美 油画 ヒマワリ
48 ⼊江 観 油画 ⾼原流⽔
49 榎 俊幸 油画 ⿊猫
50 Ｏ ＪＵＮ 油画 星
51 ⼤津 英敏 油画 レンブラント橋の⾒える運河
52 ⼤畑 稔浩 油画 樹林
53 ⼩⽊曽 誠 油画 刻
54 奥⾕ 博 油画 ⽩⻁
55 笠井 誠⼀ 油画 グレープフルーツとりんご
56 ⾦丸 悠児 油画 エンシェントフィッシュ
57 ⽊津 ⽂哉 油画 配達
58 絹⾕ 幸⼆ 油画 ⻘陶薔薇
59 ⼩林 英且 油画 想い
60 ⼩林 正⼈ 油画 この星の三⾓
61 齋藤 芽⽣ 油画 獣道⼋⼗⼋号線〜パブ熱帯夜
62 坂⼝ 紀良 油画 卓上のアネモネ
63 坂⼝ 寛敏 油画 パスカルのスペース 17-1
64 佐々⽊ 豊 油画 薔薇⼥
65 佐藤 ⼀郎 油画 アフロディテの頭部≪ボルゲーゼのヘラ≫
66 ⽵村 京 油画 Playing Card Unlimited 1.
67 ⾕川 泰宏 油画 カトレア
68 永井 夏⼣ 油画 幻視
69 中林 忠良 油画 転位 '96-地-Ⅰ
70 野⽥ 哲也 油画 Diarｙ：Aug.10th '09
71 野⾒⼭ 暁治 油画 カーテンを引こう
72 ⻑⾕川 健司 油画 ⽅⾈ （Ei・Orchidee）
73 福岡 通男 油画 Romanico
74 藤原 秀⼀ 油画 晴天のヒマワリ
75 古河 朱⾥ 油画 随に
76 保科 豊⺒ 油画 ⿊い光
77 三井⽥ 盛⼀郎 油画 a little story-with a bird
78 溝部 聡 油画 セーヌとエッフェル塔
79 ミヒャエル・シュ 油画 KLOPFZEICHEN/TAP-CODES
80 ⼭⽥ 嘉彦 油画 トレドの橋
81 好宮 佐知⼦ 油画 流れる⾵景（８⽉）
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82 ⾚沼 潔 ⼯芸 花の器Ⅰ
83 飯野 ⼀朗 ⼯芸 アリアリ
84 岩⽥ 広⼰ ⼯芸 ⾦景⼀輪差
85 上原 利丸 ⼯芸 おひな様に染まる
86 ⼩椋 範彦 ⼯芸 割⾙蒔絵⾹合「千両」
87 島⽥ ⽂雄 ⼯芸 釉下彩キウイ⽂壷
88 菅野 健⼀ ⼯芸 Ｆｌｏｒａ
89 地村 洋平 ⼯芸 宙⽚
90 ⼾津 圭之介 ⼯芸 ①森の⼈ ②梟卓鈴
91 豊福 誠 ⼯芸 ⾊絵銀彩飾壷「ゆりの樹」
92 藤原 信幸 ⼯芸 Odunpazariの記憶 2017-22
93 堀⼝ 光彦 ⼯芸 ①牡丹 ②あいりす
94 前⽥ 宏智 ⼯芸 ⾦彩銀花器
95 前⽥ 正博 ⼯芸 ⾊絵洋彩⽔指
96 丸⼭ 智⺒ ⼯芸 錫⻑⽫ 落花⽣
97 三神 慎⼀朗 ⼯芸 鍛銅⾦銀彩花器
98 三上 亮 ⼯芸 筒茶盌
99 三⽥村 有純 ⼯芸 ⽣命光彩

100 宮⽥ 亮平 ⼯芸 シュプリンゲン
101 北郷 悟 彫刻 cloud-woman（マケット）
102 ⽊⼾ 修 彫刻 SPIRAL  RING
103 澄川 喜⼀ 彫刻 そりのあるかたち
104 原 真⼀ 彫刻 White－⽿と絆創膏
105 深井 隆 彫刻 天⾺
106 本郷 寛 彫刻 栗⿏
107 籔内 佐⽃司 彫刻 ⾦雲 追い⾵童⼦
108 ⼩沢 剛 先端芸術 無題
109 鈴⽊ 理策 先端芸術 サンサシオン 09,C-56
110 ⽇⽐野 克彦 先端芸術 SOUND of MUD 1-4
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