
Ⅰ：作家部門

作家名 作品タイトル 展示会場 副賞

グランプリ 大西　節子 声を聴く  文晃堂 酒蔵ギャラリー  ホルベイン㈱ 画材１０万円相当

 足高メリヤス㈱　ソックス・タイツセット　５足入

一   席 イシバシオサム かつらぎの風  當麻寺 奥院庫裡  ホルベイン㈱ 画材５万円相当

 足高メリヤス㈱　ソックス・タイツセット　５足入

二   席 岩本　哲仁 Artist.....  ギャラリーら・しい 　㈱ふくにし　特上肉　２ｋｇ

三   席 髙田　千惠子 crawl  ゆうあいステーション  奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり ２０ｋｇ

葛城賞 相澤　哲也 空の上－葛城に生きしものたちに  當麻寺周辺古民家 Ｂ  梅乃宿酒造㈱　日本酒　１．８Ｌ×６本

優秀賞 前田　義夫 公園  ギャラリーら・しい 　㈱柿の葉ずしヤマト　柿の葉寿司

優秀賞 辻本　勝英 夏休み  ギャラリーら・しい 　マルマン㈱　キャンソン写真用紙 A3

優秀賞 篠原　滋生 混合風景  當麻寺周辺古民家 Ｂ 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり1０ｋｇ

優秀賞 銀宇 白色白光  當麻寺 中之坊霊宝殿 　(有)中将堂本舗　中将餅詰め合わせ

優秀賞 橘　ナオキ White Heart  當麻寺 中之坊霊宝殿 　㈱柿の葉すし本舗 たなか　柿の葉寿司

優秀賞 匠ＷＯＲＫＳ 役行者  當麻寺 護念院本堂 　㈱柿の葉すし本舗 たなか　柿の葉寿司

優秀賞 安井　洋一 山衹  當麻寺 奥院庫裡 　㈱農業法人 當麻の家　えんどう味噌

　木伊　ペア食事券

優秀賞 田中　伸子 プロテア（マルタの午後）  文晃堂 酒蔵ギャラリー 　木伊　ペア食事券 

優秀賞 福峯　エリナ 染付長形皿「玉章と雀」  當麻寺 西南院新書院和室 　はしもと商店　ペア食事券（瓦そばセット）

優秀賞 輝之下　えつこ プロローグ  當麻寺周辺古民家 Ａ 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

優秀賞 下河原　晃 あんたのバラード  ゆうあいステーション 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

Ⅱ：一般部門

作家名 作品タイトル 展示会場 副賞

グランプリ kokoromori 安ら木  當麻寺 奥院庫裡  　ホルベイン㈱ 画材５万円相当

　足高メリヤス㈱　ソックス・タイツセット　５足入

一   席 しおむら　ちさ カフェテラス  文晃堂 酒蔵ギャラリー 　㈱ふくにし　特上肉　３ｋｇ

　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

二   席 舩井　移津子 枯れ蓮  當麻寺 奥院庫裡 　ギャラリーアン ギャラリー貸出　

　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり ２０ｋｇ

三   席 澤田　恒代 あのころ  ギャラリーら・しい 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり １０ｋｇ

葛城賞 中尾　克依 白鳳の甍  當麻寺 西南院新書院和室 　ギャラリーアン ギャラリー貸出　

　かつらぎの森 ペア宿泊券

優秀賞 村嶋　繁則 青釉白縞水華文皿  當麻寺 中之坊霊宝殿 　㈱柿の葉ずしヤマト　柿の葉寿司

優秀賞 猫塚　林命 ためいきの行き先  當麻寺 奥院書院 　㈱柿の葉すし本舗 たなか　柿の葉寿司

優秀賞 ｍ・ｍｅｇｕ 鬼の秘む回廊  當麻寺 奥院書院 　㈱農業法人 當麻の家　えんどう味噌

優秀賞 山田　裕清 盛夏のやすらぎ  ギャラリーら・しい 　㈱柿の葉ずし ヤマト　柿の葉寿司

優秀賞 竹本　篤子 稲架掛け  當麻寺 護念院本堂 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

優秀賞 下村　宇智子 Face  文晃堂 酒蔵ギャラリー 　木伊　ペア食事券 

優秀賞 nanchan119 クライマックス  ギャラリーら・しい 　㈱柿の葉ずしヤマト　柿の葉寿司

優秀賞 久保田　昌子 昼下がり  ギャラリーら・しい 　チーク　ヘッドスパ１時間コース（３回）

優秀賞 西川　好彦 ガ・ン・バ・ル  ギャラリーら・しい 　㈱柿の葉ずしヤマト　柿の葉寿司

優秀賞 白石　博 シャドー  ギャラリーら・しい 　㈱道の駅葛城　大和茶パイ

優秀賞 石田　康博 飛鳥川漲なう  當麻寺周辺古民家 Ａ 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

優秀賞 御前　明惠 土偶  當麻寺周辺古民家 Ｂ 　ギャラリーアン ギャラリー貸出　

　㈱柿の葉すし本舗たなか　柿の葉寿司

優秀賞 森下　佳子 牡蠣模様  當麻寺 中之坊霊宝殿 　㈱農業法人 當麻の家　えんどう味噌

優秀賞 池田　裕子 ふたつこころのまにまに  當麻寺 奥院書院 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

優秀賞 若野　雲夢 楽焼茶碗  當麻寺 宗胤院（庵・庭園） 　木伊　ペア食事券 

優秀賞 南　明男 都会に咲くバラ  ギャラリーら・しい 　葛城Garden　季節のフラワーＢＯＸセット

優秀賞 ホセ 幻覺  當麻寺周辺古民家 Ｂ 　ヒヤマ・クボタ法律事務所　１年間の無料法律相談

優秀賞 谷口　仁子 灯り  當麻寺 宗胤院（庵・庭園） 　足高メリヤス㈱　ソックス･タイツセット5足入

Ⅲ：中高生部門

作家名 作品タイトル 展示会場 副賞

グランプリ 財津　早希 核  文晃堂 古民家ギャラリー 　ホルベイン㈱ 画材５万円相当

一   席 川崎　愛香 驟雨  ギャラリーら・しい 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり２０ｋｇ
喜連千尋・浅井美耶・喜多日菜 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり ２０ｋｇ

白間奈都子・寺村恵太 　㈱ライクイット　ザル・ボール・ハンギングクリップセット５個

三   席 田中　杏果 聖ニコラスの日の朝  文晃堂 古民家ギャラリー 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり １０ｋｇ

葛城賞 宮地　風萌 柿にメジロ  文晃堂 古民家ギャラリー 　葛城Garden　季節のフラワーＢＯＸセット

　ダイドービバレッジサービス(株)　清涼飲料水１５ケース

優秀賞 駒澤　一樹 安穏な日々  ギャラリーら・しい 　マルマン㈱　キャンソン写真用紙 A4

優秀賞 白間　奈都子 障壁  葛城市相撲館（けはや座） 　㈱カワチ　画材セット （アキーラ絵具 特組セット）　

優秀賞 中西　光 授業中  當麻寺 奥院書院 　㈱ライクイット　ザル・ボール・ハンギングクリップセット

　はしもと商店　ペア食事券（瓦そばセット）

優秀賞 大村　千夏 ジュリ  文晃堂 古民家ギャラリー 　㈱柿の葉すし本舗たなか　柿の葉寿司

優秀賞 大内田　加奈 門出  ゆうあいステーション 　木伊　ペア食事券 

　葛城Garden　季節のフラワーＢＯＸセット

Ⅳ：小学生以下部門

作家名 作品タイトル 展示会場 副賞

グランプリ タカシ ほのおのドラゴン  當麻寺周辺古民家 Ａ 　㈱ふくにし　特上肉　３ｋｇ

一   席 遠山　彩乃 天馬と虹のオーロラ  文晃堂 酒蔵ギャラリー 　ホルベイン(株)　色鉛筆セット

二   席 浅野　華乃音 はじまり  ギャラリーら・しい 　奈良県農業協同組合　奈良県産米ひのひかり １０ｋｇ

三   席 ゆい 二上山とゆいの夏休み  當麻寺周辺古民家 Ｂ 　農事組合法人ラッテたかまつ　乳製品セット

葛城賞 梅林　花帆 たいまれんぞ～西の空に祈る～  當麻寺 中之坊霊宝殿 　葛城Garden　季節のフラワーＢＯＸセット

　ダイドービバレッジサービス(株)　清涼飲料水１５ケース

優秀賞 石井　玲菜 当麻れんど  當麻寺周辺古民家 Ａ 　葛城Garden　季節のフラワーＢＯＸセット

優秀賞 前橋　蒼空 怖いワニ  文晃堂 古民家ギャラリー 　(有)中将堂本舗　中将餅詰め合わせ

（ 順不同に掲載 ）

※スペクトラムギャラリー賞・町家Gallery caf'e 龍賞は後日、発表いたします。

葛城発信アートFAIR２０１８　審査結果

二   席 高田美部熊猫図屏風  當麻寺 西南院新書院和室


