
No 1

　

　（ 知事賞 ）

高橋藍川詩

　（市長賞）

蓋嘉運詩

　　　　　   （ 教委賞 ）

3 木下延秀のうた 小山　萌舟 白浜町

4 万葉集より 杉浦　隆 白浜町

5 鬪雞神社馬かけ 髙橋　清川 東陽

6 高橋藍川詩 田中　芳香 明洋二丁目

7 薄田泣菫の文 西出　淑子 たきない町

　　　　　   （ 奨励賞 ）

8 藍川上人詩 青木　成蹊 南新町

9 山月記より 大谷　和風 南新万

10 臨　動因法師碑 小倉　愛菜 南部高校

11 呂謙恒 上浦　馨衣 目良

12 高橋藍川詩 木村　春花 上富田町

13 歳晩書懐 塩見　蒼龍 あけぼの

14 藍川詩 髙橋　巨佐子 東陽

15 臨　張瑞図 瀧田　恭大 南部高校

16 新古今和歌集より 田上　貴子 上富田町

17 春郊散策 中田　光葉 秋津町

18 高啓詩 中松　日向葵 智弁学園和歌山高校

19 高橋藍川詩 野村　雅真 新庄町

20 土岐善麿の歌三首 宮本　浩子 あけぼの

21 繆謨詩 山口　瑶流 神子浜二丁目

22 皇甫府君碑 山﨑　育久 新庄町

下三栖

1 當仲　笙鶴

2 柳本　塘薊

秋津町

 （書　 の 　部）

　講　評

　コロナ禍中、三年ぶりの田辺市展が無事に開催され、作品点数がどうなるか心
配していましたが、60点も応募があり、皆様の情熱が伝わってくる練度の高い作
品が多く、審議にも時間がかかりました。

　知事賞は、文字の大小があり、流麗な造形美で見応えがあります。熟練の筆運
びで余白の美しさを活かした作品となっております。
　市長賞は、行間をすっきりまとめ、筆圧がしっかりして多様な線質です。横作品
として奥行きを感じさせます。
　教委賞は、漢字２点、仮名１点、調和体２点とバラエティに富み、しっかりした線
質で書かれている作品でした。

　今回は高校生の大作も多く大変喜ばしい限りです。今後は誤字や脱字にも十
分気をつけて、流れのあるしっかりと書き込んだ魅力ある作品を期待しています。
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　（ 入選 ）

23 史記より 青木　三結奈 神島高校

24 白居易詩 赤坂　ひかり みなべ町

25 臨　趙之謙 新井　そら 南部高校

26 楽 石神　楽扇 下屋敷町

27 清流 井谷　唯 中辺路町

28 臨　何紹基 稲田　夢月 南部高校

29 臨米芾 今木　羽純 神島高校

30 陶淵明詩 岩橋　礼子 田辺高校

31 唐詩 牛込　耕波 兵庫県

32 唐詩 碓井　晴捺 東山二丁目

33 松風閣詩巻臨書 卯辰　彩乃 神島高校

34 臨　書譜 大前　なみ 南部高校

35 杜甫詩 岡本　俊 高雄二丁目

36 董其昌行草書幅 北尾　結 田辺高校

37 自作の歌二首 国本　多寿枝 白浜町

38 荀子句 窪田　光流 田辺工業高校

39 唐詩 窪田　真姫 神島高校

40 唐詩 後藤　桜扇 東山二丁目

41 孫子 下中　こはる 田辺高校

42 七言二句 髙田　翠月 上富田町

43 臨　雁塔聖教序 田川　佳乃華 南部高校

44 窪田空穂の歌 瀧畑　光洋 下屋敷町

45 唐詩 谷口　鈴華 大阪府

46 馬中錫の詩 辻村　多佳子 湊

47 蘇軾詩 中内　謙也 田辺高校

48 董其昌行草詩巻臨書 西原　明里 田辺高校

49 臨　梁同書 火縄　明俐 南部高校

50 七言二句 前田　尚巳 白浜町

51 高橋藍川詩 舛岡　松風 磯間

52 唐詩 南　杏奈 田辺高校

53 杜甫詩 南　亘 田辺高校

54 臨　包世臣 村田　遥香 南部高校

55 島崎藤村の詩 森本　紅媛 上屋敷三丁目

56 杜甫詩 森本　翔 稲成町

57 西行の歌 山岡　龍史 白浜町

58 七言二句 山田　芽以 片町

59 楊岱詩 和田　裕子 上富田町

60 正岡子規の歌 渡辺　龍二 白浜町



No 1

　

　（ 知事賞 ）

Reproduce（再生する形）

　（市長賞）

きざし

　　　　　   （ 教委賞 ）

3 心の怪物 大西　花 南部高校

　　　　　   （ 奨励賞 ）

4 バブル 石垣　七海 田辺高校

　（ 入選 ）

5 美術の先生 岩本　天音 田辺高校

6 廃馬 田口　莉佳子 田辺高校

熊野高校

1 﨑下　結衣

2 南　咲良

南部高校

 （彫　 塑　 の 　部）

　講　評

　今年は、前回に比べ出品数は半減したものの、バラエティに富んだ内容となった。
　中でも上位三賞は、独創性に溢れ、完成度の高い作品が並んだ。
　奨励賞や入選作も若い感性がみられ、今後、制作技法や大きさなどの工夫を期待したい。

　知事賞の「Reproduce（再生する形）」は、円筒形をモチーフにした重量感のある作品であ
る、大きな面と細かいパーツがリズム良く構成され、分解された物が再構築されていく様子が
上手く表現できた作品である。

　市長賞の「きざし」は、大理石を思わせる質感。やわらかく流れを感じさせる形態。角度に
よって変化するフォルム。どれをとっても美しく完成度の高い作品に仕上がっている。

　教委賞の「心の怪物」は、たくさんのパーツで組み上げられた作品で、全体的な金属調の
シャープな面で表現されている。作者の真面目な制作活動が感じられる。

　奨励賞の「バブル」は、さまざまな素材を自由に組み合わせ、自分が考えた狙いを斬新なア
イデアで表現している。これからも鋭い感覚とエネルギーに期待する。
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No 1

　（知事賞）

　（市長賞）

　　　 　（教委賞）

2 雨郡　好美 文里二丁目

3 木下　圭緒里 上芳養

　　　　　   （奨励賞）

4 小倉　真澄 上富田町

5 南田　昌甫 上富田町

　　　　　   （入選）
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6 稲薮　小百合 上芳養

7 大室　琉久 たきない町

8 金子　知世 白浜町

9 「秋ガーデンのおくりもの」 酒井　裕美 中三栖

10 佐武　末圃 明洋二丁目

11 更井　郁 上秋津

12 田上　ひとみ 中辺路町

13 谷本　秀美 みなべ町

14 野久保　祝子 上秋津

15 細尾　明甫 湊

該当者なし

新谷　雅江

（生　花　の　部）

　講　評

　今年は例年になく猛暑日が続き、また新型コロナウイルス蔓延の時期が続いてい
る中で、３年ぶりの市展開催の運びとなりました。
　今年の応募者は前回より少なくなりましたが、お流儀と盛花のバランスはよかった
と思います。
　夏の暑さが続き、紅葉もまだ見えず、花材を決めるのが大変だったろうと推測され
ます。
　次回は今年より多数の応募を期待しています。

Ｎo 題　　　　　　名 氏　　名 住　　　所

1 磯間


