
●洋画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 心象 杉森　康行 鳥取市

2 願う ＹＡＳＵ 鳥取市

3 こっち　こっち 竹内　卓 鳥取市

4 華 高橋　りん 鳥取市

5 water fall 長　あゆみ 鳥取市

6 表裏一体 ＨＡＲＵ 鳥取市

7 ばば山と花畑 池永　哲夫 鳥取市

8 青い絨毯の部屋 加藤　やよい 鳥取市

9 道化師の棲む夜 川﨑　悟志 鳥取市

10 憧れ 奥谷　恵 鳥取市

11 「ねぇ。」 奥谷　悠那 鳥取市

12 東雲と君 土井　絢加 鳥取市

13 ＥＮＥＲＧＹ　ＦＩＥＬＤ 柏木　亮太 鳥取市

14 ノートル・ダム大聖堂 家納　英雄 鳥取市

15 樹魂 山添　文枝 鳥取市

16 憂える 野津　清太郎 鳥取市

17 記憶の中の断片 大家　孝夫 鳥取市

18 狛犬 白岩　陽子 鳥取市

19 語りきれない想い 城戸　昭人 岩美町

20 ＩＫＩＲＵ 西尾　正子 智頭町

21 シャン・シャン 猪本　すが枝 八頭町

22 子育て王国（優しさに包まれて） 田中　廣子 倉吉市

23 壁 山﨑　繁子 倉吉市

24 訪問 伊藤　御杖 倉吉市

25 １５の春 田賀　ちづる 倉吉市

26 IMG_7732(cave) 山田　和之 湯梨浜町

27 想，海への祈り 山下　聖二 北栄町

28 無我 宗内　彰志 米子市

29 忘れられた浜 本池　有利子 米子市

30 消えゆくものへの記憶 梶村　自得 米子市

31 幻想即興曲 本田　美智子 米子市

32 労働歌（左官） 清水　邦雄 米子市

33 自画像 三舩　凪 米子市

34 犠牲 前田　達之 米子市

35 フレンズ 佐藤　千秋 米子市

36 ひととき 園　哲雄 米子市

37 花薫る 野川　美保子 米子市

38 恵比寿傘 米原　貴志子 米子市

39 水溜り 須山　佑子 米子市

◆入選作品◆



40 イノチのとどまるところ 本池　文乃 米子市

41 放置 石飛　悦子 米子市

42 体験 なりた　ようこ 米子市

43 りゅうしの飛行機 石田　千花子 米子市

44 ふたりの秋 角　勝子 境港市

45 牡丹のある静物 永井　紳二 境港市

46 古樹・紅葉 佐島　征 境港市

47 蒼い日 山本　伸子 境港市

48 湖畔 光木　桂二 境港市

49 私が私たる 新井　真帆 境港市

50 KARASUURI 松本　恵子 境港市

51 脱皮 二宮　和 大山町

52 over and above ２０１４　NO.３ 大西　正洋 大山町

53 HIROSHIMA 倉鋪　悠 伯耆町

●日本画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 城塞 井上　和子 鳥取市

2 蝦夷鹿 芦澤　喜美枝 鳥取市

3 夕暮れどき 窪田　和子 鳥取市

4 古きにたずねよ＃３ 八代　京子 鳥取市

5 竹林の朝 村尾　善野 鳥取市

6 からっぽ 森脇　史子 鳥取市

7 春が来て 清水　伊佐子 鳥取市

8 屋久杉 古田　啓子 鳥取市

9 愉しいとき 長砂　稲令 鳥取市

10 実り 北川　澄江 八頭町

11 春 清水　良昭 北栄町

12 華 引田　美千代 北栄町

13 ●祥天 湯澤　栄子 米子市

14 木陰での 横畑　昌子 米子市

15 喜びの日々 國野　愛蘭 大山町

16 如月 野口　昭子 伯耆町

●版画の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 無題 山下　●蔵 鳥取市

2 葉かげで一休み 小田　加代子 倉吉市

3 廃線跡地・倉吉線Ⅱ 石脇　正江 倉吉市

4 初夏模様 斎江　彰宏 倉吉市

5 飛翔～空に向かって～ 田中　廣子 倉吉市

6 散歩する身体 三嶋　紗織 琴浦町

7 過ぎては暮れる 景本　江湖山 米子市

8 砂丘の夕焼け 秋山　龍之助 大山町



●彫刻の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 ”およめにいきます”（시집갑니다 ） 影井　典子 鳥取市

2 悲愴 但見　石花菜 琴浦町

3 鏡 三舩　凪 米子市

4 ジル 野村　知里 米子市

5 風 縫谷　誠治 伯耆町

●工芸の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 春の海 瀧　栄子 鳥取市

2 円満 森岡　正子 鳥取市

3 格子文陶箱 芝原　信也 鳥取市

4 灰釉花器 豊田　喜一郎 鳥取市

5 収穫祭 土井　絢加 鳥取市

6 籠編文彫刻壷 原田　淳子 鳥取市

7 空を研ぐ 齋江　範人 鳥取市

8 絵壷「さわやかに」 浜田　勲夫 鳥取市

9 焼締融合大壷 難波　勲 岩美町

10 象嵌流線 丸山　修一 八頭町

11 ブナ萌立つ 山田　千代美 倉吉市

12 燕子花 住　美代子 倉吉市

13 結晶 中川　暖子 倉吉市

14 焼締線文花器 山本　佳靖 倉吉市

15 青釉組鉢 山本　花野子 倉吉市

16 欅拭漆盛器 本庄　靖男 湯梨浜町

17 緋襷十二角水指 大谷　定弘 米子市

18 黒泥花器 上田　正規 米子市

19 あじさい 泉賀　教子 境港市

20 彩泥花器　伯山 石原　順二 伯耆町

21 寄木亀甲紋様六角箱 中村　建治 日南町

●書道の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 山桜 稲田　房江 鳥取市

2 若葉 木下　智子 鳥取市

3 李白詩 中村　秀雲 鳥取市

4 春の夜の月 森本　富子 鳥取市

5 月虹 有田　抱光 鳥取市

6 無眼耳鼻無舌身意 硯　健一 鳥取市

7 花くらべ 足立　恵世 鳥取市

8 尾崎放哉の句 中野　志抱 鳥取市

9 ふもとの里 山口　絹代 鳥取市

10 想春 川本　志歩 鳥取市



11 呉蘭雪詩 丸山　碧水 鳥取市

12 茂吉のうた 森　冨美江 鳥取市

13 木下●村詩 船背　香雲 鳥取市

14 陶淵明詩の一節 坂本　吐舊 鳥取市

15 秋くれど 小山　邦子 鳥取市

16 久方の雨 八木谷　悦子 鳥取市

17 山桜 木下　美佐恵 鳥取市

18 横渓為彭允禛賦 尾﨑　聴砂 鳥取市

19 厲鶚詩 栗岡　貞華 鳥取市

20 李頎詩 中林　静雲 鳥取市

21 清風入梧竹 船本　彩 鳥取市

22 人行山翠裏秋在水聲中 小谷　佐知子 鳥取市

23 一つ松 川木　圭子 鳥取市

24 尾崎放哉句 松本　李南 鳥取市

25 王文治詩 前田　陽月 鳥取市

26 春の歌 井上　聖子 鳥取市

27 春秋のうた 森原　澄重 鳥取市

28 呉鍚麒詩 西垣　康雲 鳥取市

29 放哉句 北窓　妙雲 倉吉市

30 放哉句 米原　寿● 倉吉市

31 詩境 廣田　憩亀 倉吉市

32 杜甫詩 谷田　昭翠 倉吉市

33 送耿處士 妻藤　江葉 倉吉市

34 杜少陵詩 大窪　翠村 倉吉市

35 孤雁 加嶋　翠蘭 倉吉市

36 咸陽城東楼 栗原　華泉 三朝町

37 放哉句 神波　白亭 湯梨浜町

38 山頭南郭寺 藤田　栄翠 湯梨浜町

39 故郷 冨山　邦蘭 湯梨浜町

40 野望 生田　珠翠 琴浦町

41 古戍 笠見　梅香 北栄町

42 王昌齢詩 柴田　玉汀 米子市

43 金詩四首 飯綱　禾穂 米子市

44 菜種島晩鐘 川田　博翠 米子市

45 はなびらの 木村　三千代 米子市

46 李白詩二首 西古　春堂 米子市

47 西湖晩歸廻● 柴﨑　紅葉 米子市

48 秋日書懐 渡辺　緑風 米子市

49 良寛の歌 上田　悠月 米子市

50 たそがれに 吉岡　芝香 米子市

51 金槐和歌集の歌 上田　君子 米子市

52 石走る 高島　早雪 米子市

53 秋風 松川　玲翠 米子市

54 汪琬の詩 大谷　真香 米子市

55 詠物詩 野本　春苑 米子市



56 陸游詩 山本　照涛 米子市

57 劉嗣綰詩 大櫃　義山 米子市

58 査愼行詩 多林　紅園 米子市

59 西山 遠藤　米子人 米子市

60 白楽天詩 松本　弓濱 境港市

61 花のかんばせ 茗荷　春洋 境港市

62 新秋夜窓 秋庭　華芳 境港市

63 新秋 木村　碧秀 境港市

64 良寛まそかがみ 阿部　恵勝 境港市

65 晋書語句 松岡　泰南 日吉津村

66 夏の歌 長谷岡　美秋 日吉津村

67 識媿 舩越　小波 大山町

68 我浮黄河 杉森　楽子 大山町

69 「生きるヒント」より 遠藤　真 南部町

70 玄宗皇帝詩 金田　芳州 伯耆町

71 碧蟬花に題す 植木　桂芳 日野町

●写真の部●

番　号 題　　名 氏名又は雅号 住　所

1 パステルカラーの夏 前田　昭道 鳥取市

2 Rainy Day 山根　健一郎 鳥取市

3 砂の影 那須　昭美 鳥取市

4 流れにまかせて 本礒　君明 鳥取市

5 呼吸 長谷　謙介 鳥取市

6 富士山夕照 永松　正明 鳥取市

7 travel 米原　繁樹 鳥取市

8 躍動 上田　茂 鳥取市

9 秋の海辺 山田　稔 鳥取市

10 無量 中村　健一 鳥取市

11 旅愁 竹内　文彦 鳥取市

12 漂紋図屏風 松岡　一 鳥取市

13 扉のむこうで 森川　妙子 岩美町

14 悠久の刻の流れ 森永　光信 八頭町

15 さくら 磯江　一美 倉吉市

16 石段畑 山本　勝巳 倉吉市

17 都会の造形 倉繁　重明 倉吉市

18 北の風景 馬野　聖一 倉吉市

19 ボートの印象 秦野　のぼる 倉吉市

20 秋色に染められて 伊藤　典子 倉吉市



21 仲間旅 山田　直人 倉吉市

22 天の暈 森本　すま子 倉吉市

23 里山の光 中村　武 倉吉市

24 暮秋の表象 大西　茂 倉吉市

25 花火の瞬間美 朝倉　雅仁 倉吉市

26 ハイジャンプ 仲村　吉一 倉吉市

27 face 鳥羽　欣恒 三朝町

28 秋の彩り 小谷　哲夫 湯梨浜町

29 頑張れ。 河本　正美 湯梨浜町

30 夜の商店街 清水　節子 湯梨浜町

31 夏旅 井上　英明 北栄町

32 浪漫飛行 小矢野　貢 北栄町

33 スポットライト 根鈴　裕之 北栄町

34 冬日の鯛焼き屋 竹歳　雅秀 北栄町

35 春の陽 山根　周治 米子市

36 追憶 基常　忠男 米子市

37 三角形な光景 石飛　忠昭 米子市

38 裏町の昼下がり 岡田　勉 米子市

39 Healing 井澤　尚之 米子市

40 清風 生田　利秋 米子市

41 かくれんぼ 町田　實 米子市

42 過ぎゆく夏 足立　智子 米子市

43 晴れの日 森　臣正 米子市

44 こもれ陽 尾田　達雄 米子市

45 ゆく夏 古志谷　恭子 米子市

46 雲と戯る 石丸　なつ子 米子市

47 ラ・ホヤにて 大谷　眞二 米子市

48 皐月の渚 藤田　亀寿 米子市

49 オブジェ 松本　斉 米子市

50 怪 藤田　賢明 米子市

51 静かな休日 朝井　章二 境港市

52 裏通り 山本　孝之 境港市

53 アフタヌーン 阿部　政美 境港市

54 港の一刻 山本　学 境港市

55 Memory 北野　正 境港市

56 日向 阿部　禎男 境港市

57 day dream 井尻　奈々 境港市

58 目醒めぬ街 久葉　テル子 大山町

59 小さな出会い 湊谷　紀子 大山町

60 朝つゆ 中嶋　幸枝 大山町

61 交差点にて 藤谷　勇吉 南部町

62 懺悔の刻 佐藤　寛治 伯耆町

63 日和 村尾　学 伯耆町

64 凝視 國頭　暉一郎 伯耆町

65 夕日で漁する人々 大本　正志 伯耆町



66 たそがれ 森　道彦 伯耆町

67 海霧の幻想 山垣　宏子 日南町

68 光景 長谷川　利子 日野町

69 樹の印象 飯田　頼昭 日野町

70 山里の宝 松本　利秋 日野町

71 江島大橋 仲佐　勝己 安来市

●デザインの部●

番号 題名 氏名又は雅号 住所

1
キャドによる造形の試み　丸・三角・四角・三
つの型から

國歳　紘子 鳥取市

2 追求 ＹＡＳＵ 鳥取市

3 さくらんぼの木 井本　喬補 鳥取市

4 新・砂丘下駄＜架空製品広告＞ 松島　邦雄 鳥取市

5 思考 奥谷　恵 鳥取市

6 パープル レイン 安田　政彦 鳥取市

7 ciel 岩本　実友貴 鳥取市

8 つぎはぎな夢 河内　佑里 鳥取市

9 世界を繋ぐもの 麻野　早紀 鳥取市

10 差し伸べるモノは？ 米澤　鈴香 鳥取市

11 希望の朝日 以後　実里子 八頭町

12 タイムリミット 福本　結理 琴浦町

13 Earth 三舩　凪 米子市

14 原発事故 三代　光 米子市

15 Remember 新井　真帆 境港市

16 パラダイス 柳　みなみ 伯耆町


