
日本版画協会　第89回版画展

賞 候 補 作 品

• 一般公募部門　　A部門　18作品

　　　　　　　　　B部門　17作品

• 準 会 員 部 門　 　   　　  25作品



徐 儀瑩　Xu Yi Ying　　

Heart rate

112×159.5cm  リトグラフ

A部門

賞候補者 18名



佐藤 翼　Sato  Tsubasa

Seven

180×91.5cm  木版画

杉山 衿香　Sugiyama Erika

新月の夜、人波に逆らって歩く時  II

90×75cm  木版画



Goesel Anne 　　

THE SACRED SLEEP

182.1×60.5cm  木版画

藤田 光江　Fujita  Mitsue　

轍 WADACHI

80×60cm  銅版画



大山 文子　Oyama Fumiko  
Dancing Flowers（私の中のゲルニカ）

91.7×182cm  木版画

吉内 史芳子　Kichinai Shihoko

遷 流

90×120cm  木版画



土屋 未沙　Tsuchiya Misa

吐 息

91.5×91.5cm  木版画

谷口 桃子　Taniguchi Momoko

かわらない場所

98×156cm  リトグラフ



尹 陶熙　Yoon Dohee

The River

84×95cm  銅版画

堀江 大晴　Horie Taisei　 

夕方の窓辺

60×80cm  リトグラフ・シルクスクリーン



松尾 華子　Matsuo Hanako

flimsy plant

75×67.5cm  リトグラフ

磯上 尚江　 Ishogami Hisase

星めぐりの歌

60×90cm  木版画



倉本 早穂　Kuramoto Saho

丘を下っても天使なのか

90×73cm  木版画

大久保  春霞　Okubo Shunka

不語仙

83×60cm  銅版画



褚 芝敏　Chu Zhimin

クラッグトメモリ

60×80cm  銅版画

鈴木 英里子　Suzuki Eriko

幻

90×60cm  木版画



朴 愛里　Park Aeri

肖 像

74.5×74.5cm  銅版画



尹 陶熙　Yoon Dohee

釣り

59×44cm  銅版画

B部門

賞候補者 17名



陳 憶誠　Chen Yi Cheng

連続労働  1-4

35×35cm  木版画

加藤 史郎　Karo Shiro

思考の節理  I.N.Ⅷ

30×49cm  銅版画



西山 沙希　Nishiyama Saki

Dry world

50.5×61cm  木版画

田中 鈴音　Tanaka Rin　

『 塊 』

67.5×47cm  銅版画



佐藤 寧音　Sato Nene

横目に薄闇な記憶

23.8×38.9cm  木版画・シルクスクリーン

塚田 辰樹　Tsukada Tatsuki

現れては浮かぶ

27×23.5cm  木版画



泉 明美　 Izumi Akemi

大きな木

23.5×36cm  銅版画

小堀 さなえ　Kobori Sanae

das Elemente

72×36.5cm  銅版画



中野 真由　Nakano Yuma

ケツイ

71.5×53cm  リトグラフ

大槻 知浩　Otsuki Tomohiro

Taiyaki War

32×21.5cm  銅版画



大髙 聖依　Otaka Hiyori

赤笹の恋心

21×22cm  木版画

クドリック  華子　Kudlic Hanako

The Walk

21×29.7cm  リトグラフ



武藤 彩加　Muto Ayaka

地下街

49.5×34cm  銅版画

峯 俊太郎　Mine Shuntaro

黒曜の狗

20×28cm  銅版画



李 玲瓏　Li Ling Long

Catching sunset

66×66cm  木版画

許 澤松　Xu Zesong

もう、私じゃない

60×45cm  銅版画



浜口 加奈子　Hamaguchi Kanako

DISTANCE IV

60×87cm  木版画・リトグラフ

準会員部門

賞候補者 25名



栗原 裕美　Kurihara Hiromi

The Sky

120×90cm  木版画

大石 照美　Oishi Terumi

border 202201

60×90cm  銅版画



有泉 智津子　Ariizumi Chizuko

陽だまり

57×76cm  リトグラフ

佐伯 明美　Saiki Akemi

咲いて散る  #1

88×59cm  銅版画



平野 有花　Hirano Arika

spirit

130×160cm  木版画

吉沢 敏之　Yoshizawa Toshiyuki

樹洞の阿修羅（森と星の祭り）

91×140cm  木版画



寺口 肇　Teraguchi Hajime

白日夢  II

70×90cm  リトグラフ・コラグラフ

小出 真由美　Koide Mayumi

EL JARDIN SECRETO - 7（ラビリンス）

30×59.5cm  銅版画



相馬 京子　Souma Kyouko

krr

48×66cm  シルクスクリーン

大橋 朋美　Ohashi Tomomi

memory specimen my diary collection 2022.07.18.19:51

50×50cm  銅版画・デジタルプリント



武田 あずみ　Takeda Azumi

取り除かれたあとに残ってしまったもの  I

32×32cm  銅版画

加藤 貴義　Kato Takayoshi

うかばれないもの  re 22-11（20-02）

25×30cm  木版画



田中 利幸　Tanaka Toshiyuki

ワシが、「タラの木の王」である

36×14.6cm  銅版画

長嶋 一孝　Nagasima Kazutaka

生命の輪郭

45×50cm  木版画



中村 美穂　Nakamura Miho

ひとりしずかに

45.5×36 cm  木版画

吉浜 岳史　Yoshihama Takefumi

まがまがしい空間

60×90cm  銅版画



ふじい  みよこ　Fujii Miyoko

8

60×45cm  銅版画

中島 由絵　Nakajima Yoshie

泊地にて  #6

75×105cm  リトグラフ



越田 美智子　Koshida Michiko

Overlap 22-22-01

82×62.5cm  木版画

野瀬 昌樹　Nose Masaki

Lupoの旅 VI  – 咆 哮 –

60.5×97cm  銅版画



花原 淳子　Hanahara Junko

とある大衆酒場

54×72.5cm  木版画

岩谷 萬千子　 Iwaya Machiko

ある風景  20・21

73×45cm  木版画



小山 京子　Koyama Kyoko

共生 Symbiosis

70×50cm  リトグラフ

深沢 千晶　Fukazawa Chiaki

visibleandinvisible “ I ”

60×60cm  銅版画


