
【絵画の部】 （順不同・敬称略）

［グランプリ賞］

金子　佐知惠 静物 埼玉県

［特賞］
荒井　剛 タンポポよ、大志を抱け ! 東京都 小泉　加代 石コウとユリの花 東京都

大竹　祐子 月の夜 東京都 笹川　文子 雪月風花 兵庫県

大西　房子 やさしい人 東京都 下風　恒子 神戸移情閣 兵庫県

岡部　克子 初夏の調べ 東京都 鈴木　淳子 目覚め～巻き毛カナリア～ 東京都

奥寺　牧子 白鷺国後島を思う 北海道 時本　愛 JOYFUL 兵庫県

小野　総一 ヴェネツイアブラーノ島のカラフルな街並 千葉県 中村　久美子 木々の落としもの 神奈川県

粕谷　聰子 糺の森の住人 大阪府 根橋　香奈 霧の白樺 長野県

片山　滋 冬の陽 千葉県 野根　晴美 大器の予感 東京都

金子　佐知惠 静物 埼玉県 吉澤　千鶴子 鳥となかよくマーガレット 北海道

木村　麻里江 楽しい休日 埼玉県 吉野　厚子 秋日より 東京都

［金賞］
和泉　照香 古への旅 北海道 田中　マリコ 夢路の浮き舟 大阪府

伊藤　洋子 Hat　hat　hat…いざ出発 東京都 仲田　稔梨 太陽の家 東京都

榎本　太 Starbucks　CAKES 東京都 中西　一仁 夜明け 東京都

大西　聖子 庭のDAIKONラスト１本 ! ! 兵庫県 永見　夏子 ごちそうさま 東京都

齋藤　ともみ わ、輪、ワ～イ ! 東京都 久山　光世 緑生 千葉県

佐藤　幸子 守り神 東京都 武藤　昭 富士 岐阜県

曽根原　千代美 サラサラ 千葉県 四谷　光代 初孫美葵ちゃん 東京都

高橋　貞範 キャッツアイ

［銀賞］
赤平　絹恵 夏の恵み 千葉県 中村　あけみ Hello ! 東京都

川上　康子 爆弾低気圧 埼玉県 野崎　美保 美瑛の丘のロールケーキ 東京都

小泉　加代 ステキな器 東京都 本田　るみ 夕暮れ染まる田染荘 東京都

佐藤　優麻子 ３０代のゼブラ 松下　芳子 桜とめじろ 兵庫県

菅原　みつ子 静 静岡県 真鍋　佳正 クジラSky ! ! 北海道

高橋　昇 天動説、地動説、いいえ妖精説です ! 東京都 横田　佐智子 夕焼けのノスタルジア 埼玉県

田中　マリコ 風山漸 大阪府 吉澤　千鶴子 花いっぱい 北海道

俵　朊江 実り 東京都

［銅賞］
池田　紗和子 喋りたくてたまらないインコ 東京都 寺尾　直美 雪と浅間山 長野県

和泉　照香 孔雀の夢 北海道 德田　有宏 Struggle　for　Existence 東京都

市原　由里子 ナスがママの靴だった 東京都 中井　宏美 はじめて森にやって来鯛鯛 !めで鯛鯛 岐阜県

大西　房子 Flashy　flashy 東京都 長江　倫常子 生まれる 愛知県

小原　恵美子 うさぎ団子 東京都 根岸　和弘 夜道でこけた ! ! 東京都

粕谷　聰子 万博・千里庵のもみじ 大阪府 根橋　香奈 モモちゃん 長野県

加藤　純一郎 妖怪?ウォッと ! 東京都 原　伊都美 海底のひととき江ノ島 神奈川県

清兼　孝生 ニャンと !ホーホー様 ! ! 北海道 真方　智子 FUJI 東京都

島﨑　さと美 惑星 静岡県 松田　由紀子 華華しい 三重県

紫村　直 黄金のリンゴ 東京都 宮田　朝子 うたた寝 東京都

新海　妙美 百合 東京都 宮田　幹大 祖母の肖像 東京都

鈴木　絵 おこりんぼ 東京都 吉田　浩明 ソフトクリーム !?たべたいな 東京都

曽根原　千代美 ルナルナ 千葉県
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［奨励賞］
赤嶺　恵里 心の通った世界の国々 関谷　佐和子 シャンゼリゼ 東京都

秋田　福子 未知との遭遇 東京都 宗　真智子 南国の桜 大阪府

東　潔 ０１０６ 東京都 中條　理枝 夜明けの梯子 東京都

石井　輝 孔雀も楽じゃない 塚本　正幸 来たぞ我らの土偶連合 東京都

磯谷　久美子 はじめまして 東京都 角田　美砂 母性が本能 東京都

市原　治 腹減ったニャン 東京都 冨安　郁子 東京都

伊藤　テル子 紫陽花 埼玉県 中根　和香 水中花 東京都

井上　泰宏 眠い ! 東京都 永見　夏子 ニョッキのチーズクリーム 東京都

今代　修子 葉影でかくれんぼ 東京都 中村　達郎 三つの向日葵 大阪府

上田　幸世 ヒミツのお願い 東京都 中村　奈央 道 神奈川県

植村　渉 山湖秋彩 山形県 中屋　美智子 善福寺公園大好き ! 東京都

植村　渉 漁港の午後 山形県 仁部　寿乃 THE　PHARAOH 東京都

蝦名　一幸 SOON 東京都 野根　晴美 私のぼたん 東京都

大坂　トミ うそ（鳥名） 北海道 萩原　富三男 甘柿 東京都

大坂　トミ 富士と秋桜 北海道 濱口　和貴子 アンモナイト空を飛ぶ 埼玉県

太田　恵以子 あ～いい気持ち 愛知県 福本　佐紀 ミントの香りの花ゼリー 神奈川県

大野　紀代江 赤い花 東京都 松下　芳子 大好きなレモン 兵庫県

大場　康世 駐車場に実っていたレモン 松田　有弘 ～Der　Flug～飛翔 東京都

岡部　淳子 あいた口がふさがらない 東京都 松本　伸基 superfly 東京都

笠原　秋生 やまなし 岩手県 松本　有貴 ジョニー・デップとギター 千葉県

久保田　紗優里 彩りトリオ 福岡県 松本　佳江 千葉県

小西　匡明 NIJIとしゃぼんだま 東京都 三宅　賀子 汽笛 東京都

齋藤　ともみ 休日（山中湖畔のカフェ） 東京都 宮﨑　俊彦 アルタミラ 東京都

坂口　丸美 思い出の風景 東京都 村田　恵美子 古城の月

桜井　郁子 朝靄 東京都 山田　仁美 ひまわり 東京都

佐々木　希 バラ 東京都 山之下　明子 神奈川県

菅原　知子 太陽のクジラ 山本　優子 再生 埼玉県

杉山　善彦 汚れちゃった猫 東京都 弓家田　裕子 小悪魔系なカエル 静岡県

鈴木　淳子 南天を運ぶ幸わせの青い鳥 東京都 吉野　厚子 人形 東京都

鈴木　崇弘 風のある風景 東京都 吉原　澄子 花 北海道

［特別会友］
ゆめの　まこ ３０年一輪ひらくバラの花 埼玉県 特別賞

神田　芳子 天地の恵み 東京都

鈴木　悠子 Garden 東京都

竹中　莎土 燁 東京都

原嶋　京子 Here 埼玉県

藤枝　栄 マカロン・ドラゴン 東京都

吉井　雅摩 フィオレンティーナ 東京都
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海の仲間たちのシェアハウスに遊びに

来たウミガメ

江ノ島の橋から見る景色は、夕陽も富士山も

そして雲もキレイだった


