
◆第６６回鳥取県美術展覧会　無鑑査作家等作品一覧◆

【洋画の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1
運営委員
審査員

生命の回想０２２８　ＷＩＫＩＰＥＤＩＡ 森田　しのぶ 鳥取市

2 運営委員 庭園 石田　しのぶ 米子市

3 審査員 ボクが守る！ 足立　純子 倉吉市

4 審査員 船を出すのなら９月 松本　文仁 境港市

5 審査員 まなざし 光木　桂二 伯耆町

6 無鑑査 青谷上寺地の女 浦島　一昌 鳥取市

7 無鑑査 ガラス浮子のある風景Ｒ４ 大塩　忠雄 鳥取市

8 無鑑査 鎮守の森－どんどろけ 佐藤　真菜 鳥取市

9 無鑑査 空 谷繁　淳子 鳥取市

10 無鑑査 人間というやつは・・・ 中尾　廣太郎 鳥取市

11 無鑑査 志摩恋物語り 細川　佳成 鳥取市

12 無鑑査 遊　望 山根　文子 鳥取市

13 無鑑査 久松山 山本　惠三 鳥取市

14 無鑑査 刻．２０２２ 山下　聖二 北栄町

15 無鑑査 点と線と面の所在について 清水　芳武 米子市

16 無鑑査 子供の命を守ることが大人の責任 前田　達之 米子市

17 無鑑査 風の風景 植田　邦子 境港市

18 無鑑査 カナリア 山内　信 大山町

19 無鑑査 冬の弓ヶ浜半島（和田の海岸）からの大山遠望 大江　昇 伯耆町

【日本画の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1
運営委員
審査員

村上鮭 綾木　いづみ 鳥取市

2 運営委員 深 中川　端月 琴浦町

3 審査員 千代川鉄橋 岸本　章 鳥取市

4 審査員 二月堂へ 賀川　英広 八頭町

5 無鑑査 暦 穐山　つや子 鳥取市

6 無鑑査 渦潮 尾崎　恭子 鳥取市

7 無鑑査 からすうり 橋本　江美子 鳥取市

8 無鑑査 僕たちの挑戦 古田　啓子 鳥取市

9 無鑑査 秋の来客 𠮷田　茅穂子 鳥取市

10 無鑑査 萌ゆる季節 糸谷　まさ子 岩美町

11 無鑑査 懐かしの風景 梅須　洋子 米子市

12 無鑑査 静寂 西尾　克己 米子市



【版画の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 運営委員 黄色の季節 わたり　弘子 倉吉市

2 審査員 感じやすい三角形 トバ　タカユキ 倉吉市

3 審査員 ＦＯＲＭ 石田　しのぶ 米子市

4 審査員 今日まで、明日からⅡ 生田　眞 伯耆町

5 無鑑査 下り宮 綾女　知廣 倉吉市

6 無鑑査 未来がある。 桑田　幸人 倉吉市

7 無鑑査 実り 大下　暁代 湯梨浜町

【彫刻の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 運営委員 ＣＡＬＥＮＤＡＲＩＯ 入江　博之 大山町

2
運営委員
審査員

水の詩 永江　靖幸 伯耆町

3 審査員 樹下美人 石谷　孝二 鳥取市

4 審査員 記憶と残像～山～ 藤田　英樹 米子市

5 無鑑査 潮風にのって 齋藤　清勝 米子市

6 無鑑査 瞬 山内　信 大山町

【工芸の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 運営委員 青瓷角壷 坂本　章 鳥取市

2 運営委員 暁更 吉田　公之介 倉吉市

3 審査員 風波 古澤　順子 倉吉市

4 審査員 焼締窯変壺 山本　佳靖 倉吉市

5 審査員 布目葉文広口花器 安藤　真澄 南部町

6 無鑑査 煤竹九思 齋江　仁美 鳥取市

7 無鑑査 有線七宝蓋物「青い煌Ⅱ」 橋詰　峯子 鳥取市

8 無鑑査 鉄釉線紋壷 花井　健太 鳥取市

9 無鑑査 象嵌山帰来文皿 保木本　征子 鳥取市

10 無鑑査 白瓷面取壷 前田　昭博 鳥取市

11 無鑑査 瑠璃釉壷 森　和之 鳥取市



【書道の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 運営委員 権徳輿詩 岩垣　若翠 北栄町

2 運営委員 秋至 山田　龍香 米子市

3 審査員 地亭聞蛙 稲垣　晴雲 鳥取市

4 審査員 周賀の詩 名越　蒼竹 倉吉市

5 審査員 金子みすゞの詩もういいの 森田　尾山 米子市

6 審査員 花の歌 吉岡　芝香 米子市

7 無鑑査 大伴家持の歌 蔵多　龍子 鳥取市

8 無鑑査 寶樹多花果 網師本　日海 鳥取市

9 無鑑査 袁黄詩 石田　雲鶴 鳥取市

10 無鑑査 蓮の花 伊吹　京子 鳥取市

11 無鑑査 短夜の 岩田　輝代 鳥取市

12 無鑑査 天高一笛清 岡田　游神 鳥取市

13 無鑑査 録別 岸本　東恵 鳥取市

14 無鑑査 夕暮 木下　美佐恵 鳥取市

15 無鑑査 人麻呂の歌 熊原　紫園 鳥取市

16 無鑑査 李　頎　詩 小林　松逕 鳥取市

17 無鑑査 遊 小林　直樹 鳥取市

18 無鑑査 高山流水 柴山　抱海 鳥取市

19 無鑑査 房兵曹胡馬 瀧　峯堂 鳥取市

20 無鑑査 郭奎詩 武田　葉苑 鳥取市

21 無鑑査 尾崎放哉句 松本　李南 鳥取市

22 無鑑査 秋かぜ 村上　千砂 鳥取市

23 無鑑査 沈佺期詩 山田　美舟 鳥取市

24 無鑑査 弄清泉 言水　抱泉 岩美町

25 無鑑査 高適詩 生田　翠龍 倉吉市

26 無鑑査 長州苑 妻藤　江葉 倉吉市

27 無鑑査 西域河中 山﨑　雲外 湯梨浜町

28 無鑑査 芳野　懐古 木村　船翠 琴浦町

29 無鑑査 源氏物語より 山田　美鈴 琴浦町

30 無鑑査 寒山詩 木村　香翠 北栄町

31 無鑑査 聞雁 佐伯　哲哉 北栄町

32 無鑑査 聖歌 永井　美風 米子市

33 無鑑査 蟹に 中澤　秀月 米子市

34 無鑑査 逢春 原田　紫柳 米子市

35 無鑑査 鎮海楼 藤山　雅鳳 米子市

36 無鑑査 五風十雨 八原　得安 米子市

37 無鑑査 蒲坂道中 川辺　夕水 境港市

38 無鑑査 源氏物語桐壺抄 舩原　濤軒 大山町



【写真の部】

番号 区分 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 運営委員 ROUTE66 中山　哲史 八頭町

2 運営委員 風の通り道 澤下　由里 南部町

3 審査員 光の海 杉本　雅美 鳥取市

4 審査員 私的空間 岩崎　瑞枝 米子市

5 審査員 香草 長谷川　公夫 米子市

6 無鑑査 Reflection 川上　靖 鳥取市

7 無鑑査 room 霜村　大之進 鳥取市

8 無鑑査 不安な夕暮れ 河村　隆 智頭町

9 無鑑査 ＰＬＡＮＴＳ 川﨑　俊行 湯梨浜町

10 無鑑査 農閑期 山本　浩一 湯梨浜町

11 無鑑査 農繁髭躍動 新　勝人 琴浦町

12 無鑑査 daydream 足立　智子 米子市

13 無鑑査 午後の風景 岩下　直行 米子市

14 無鑑査 風景Ⅱ 小田原　利典 米子市

15 無鑑査 窓辺の少憩 古志谷　恭子 米子市

16 無鑑査 国境のない世界へ 福島　多暉夫 米子市

17 無鑑査 Bloom 安養寺　亨 伯耆町

18 無鑑査 変貌 生田　英明 日野町

19 無鑑査 雲海にエール 松本　利秋 日野町

20 無鑑査 hip 宮本　香子 江府町

【デザインの部】

番号 部　門 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 審査員 ＧＥＮＯＣＩＤＥ 宗内　彰志 米子市

2 無鑑査 赤ずきんちゃん＆白雪姫。気をつけて。 山本　俊博 鳥取市

3 無鑑査 They are 岩成　昭則 米子市

4 無鑑査 重紙柱１４ 勝部　忠正 米子市

5 無鑑査 ７２時間の壁 三代　光 米子市


