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永井画廊 104-0061  東京都中央区銀座8-6-25
河北新報ビル5階   tel: 03-5545-5160   fax: 03-5545-5180
https://nagai-garou.com

Twitter / Facebook / Instagram

@gallerynagai
（via #gallerynagai #永井画廊）

YouTube
美を楽しむオンラインアート講座
「永井美楽塾」

応募点数２５７点、応募者数１８６名のなかから厳正な審査の結果、大賞1名、優秀賞２名、
各審査員賞５名、入賞７名、入選３５名、計５０名が選ばれました。
このうち入賞以上１５名の作品を展示し、画廊HPには入選以上５０名の作品を掲載します。
各受賞者の今後のご活躍を期待します。
尚、上位３名は一年後以後に特典として各個展を開催します。

「公募－日本の絵画2022－」入賞作品展
2023年3月3日（金）－11日（土）10:00－18:00 日曜休廊
３月３日（金）１７:００～１８:００ 表彰式 （コロナ感染状況を鑑み、表彰式のみ行います。）

審査員/ 千住博・山下裕二・布施英利・諏訪敦・永井龍之介
テーマ/ 自然・人間・自然と人間　応募サイズ/ 30号一律　応募資格/ 不問

〈審査員〉　 千住博・山下裕二・布施英利　諏訪敦　永井龍之介
〈テーマ〉 自然・人間・自然と人間
〈応募サイズ〉 ３０号一律
〈応募資格〉 不問

※入選者はお名前のみで、作品展示はございません。パンフレット、画廊HPには各々作品画像を掲載します。

2023年3月3日（金）－11日（土）

大賞/  　　　　林銘君          「蜃気楼」 65×91㎝ 墨(画像:A)
優秀賞/  　　　亀田千晴　       「堂々巡り」 91.0×72.7㎝ 油彩(B)
優秀賞/  　　　張媛媛　       「虹色トト曼荼羅」 91×72.7㎝ 岩絵具(C)
千住博賞/  　　三木彩嘉　     「聞きたくない」 91×72.7㎝  アクリル(D)
山下裕二賞/ 　 青柳友也　       「砂礫」 72.7×91㎝ 油彩(E)
布施英利賞/  　田中基之　    「溢・碧・枯」 91×91 ㎝ 油彩(F)
諏訪敦賞/  　　白肌４　       「it is」 90.9×72.7㎝ ミクストメディア(G)
永井龍之介賞/  松本了二 　「青春の蹉跌（2）」 90×60㎝ 油彩・漆(H)

林銘君
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張媛媛
三木彩嘉
青栁友也
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望月昭伸( I )  千田正一郎(J)  金澤隆二(K)  小林隆之(L)  松長文絵(M) 
江川京子(N)  伊庭広人(O)

入賞/

山本修靖　野口広美　岡部仁美　岡田わ　真柴毅　北村武志　須貝昌春　友滝人史
Monzo渡邉　中野淳也　神谷武　中村龍二　齊木敦智　村松泰弘　八木原由美
田中佑　土屋美咲　阿部涙乃亜　松下俊　直江俊雄　阿部貴行　阿部良広　加賀谷一樹
林寿朗　大森隆史　大澤沙友理　川上智久　村松元子　大沢順二　続木唯道
菅谷扶美雄　織田泰児 F　立尾美寿紀　深井実　室井祐児

入選/

（表記は受付番号順です）
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