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【絵画の部】

［グランプリ賞］

時本　愛 アニマルズ 兵庫県

［特賞］

有賀　寿子 ハシビロコウの友達 東京都 多賀谷　友紀 飛び立つウミガメ 東京都

石原　千代子 命 兵庫県 瀧　陽乙子 記憶の樹 京都府

大西　房子 遊華 東京都 竹内　章訓 The life is a merry-go-round. 東京都

金子　佐知惠 卓上の静物 埼玉県 塚本　正幸 私のお気に入りのソファー 東京都

川上　康子 銀世海 埼玉県 時本　愛 アニマルズ 兵庫県

北嶋　三知子 人参 福井県 長巾　公一 燃えよ八咫烏 長野県

小泉　加代 静物　part I 東京都 中村　久美子 雪のあと 神奈川県

島﨑　さと美 天の川で見た夢 東京都 根橋　香奈 運河の街（ブルージュ） 長野県

曽根原　千代美 ババロア 千葉県 宮田　幹大 男の顔 東京都

高橋　俊秀 休息 北海道 吉野　厚子 池の新緑 東京都

［金賞］

東　潔 飛 東京都

市原　治 夢の途中 東京都

井上　泰宏 幸せなひと時 東京都 濱口　和貴子 ハロウィンの子供 千葉県

片山　進 天野天狗 静岡県 廣瀬　可奈子 楡の木と新芽 東京都

田中　マリコ One day～クリサンセマム～ 大阪府 福井　由香 新春の街角 東京都

仲田　稔梨 しろしめす春の朝 東京都 本郷　健太 空富士 東京都

中村　大任 生霊 静岡県 松田　全生 これから晩ごはんの支度です 東京都

中村　奈央 夢の家 神奈川県 山田　仁美 ゆめのくに 東京都

［銀賞］

伊藤　テル子 静物画 埼玉県 曽根原　千代美 逢いに行くよ 千葉県

今代　修子 トキメキの季節 東京都 中西　一仁 おべんとう 東京都

大江　久美子 紫陽花の妖精たちのロンド 東京都 原　彩華 ある日の温泉のひと時 神奈川県

小野　健二 天狗女王 静岡県 福本　佐紀 ミモザの木の下で 神奈川県

小野　総一 コルマールの町 千葉県 松本　佳江 コーラルピンクガーデン 千葉県

覚田　義大 足跡を頼りに 東京都 宮田　幹大 自画像 東京都

鈴木　宏子 Modernization（近代化） 東京都 和田　紀子 よしよし 東京都

住田　敦史 道をたずねる一家と兵士 岡山県

［銅賞］

和泉　照香 窓のある森のドア 北海道 下風　恒子 うろこの館 兵庫県

伊藤　福枝 春の日の薫りに誘われて… 神奈川県 鈴木　智子 白金の花 埼玉県

岩崎　はる子 脱皮 東京都 曽根　由香里 不幸の無い星 高知県

蝦名　一幸 行って帰って来たマックス 東京都 田島　文 日本がんばれ!!! 東京都

笠原　秋生 薔薇 岩手県 俵　朋江 チューリップが咲きました。 東京都

片山　邦子 半鐘ヅル 千葉県 中村　奈央 夏の夕陽 神奈川県

片山　滋 モンパルナス界隈 千葉県

片山　滋 モンマルトル界隈 千葉県

加藤　純一郎 奇跡のジャンケンポン！ 東京都 松本　有貴 神秘的で不思議なハネムーン 千葉県

川満　江理子 1963年1月3日の空 静岡県 宮脇　健二 さたでいランドでみた満月 兵庫県

神田　慶広 プロボクサー　パッキャオ 東京都 山田　千富美 出勤途中、公園の朝日 神奈川県

清兼　孝生 黒ニャンとホワイトホーホー様 北海道 吉澤　千鶴子 白薔薇 北海道

斉藤　友和 満月に心高ぶる白銀の狼 埼玉県 四谷　光代 あじさい 東京都

中村　裕
西陣の風が舞妓の袖を通る
北山しぐれの前触れだと

東京都
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野村　峰子
寒波到来！
この冬一番の寒さになるでしょう

神奈川県
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［奨励賞］

池田　紗和子 フラワーサークル　情熱の花たち 東京都 高木　圭子 清々しき乙女たち 神奈川県

池田　みゆき 朝がきたら 東京都 髙月　紀子 土偶ちゃん 東京都

和泉　照香 森の仲間たち 北海道 竹ヶ端　道夫 お尻は行くよ 輝いて 東京都

伊藤　テル子 風景画 埼玉県 角田　美砂 父性 東京都

伊藤　洋子 今何時？～過去・現在・そして未来へ～ 東京都 德田　有宏 コーヒー・ブレイク 東京都

榎本　太 ハッピー・モーニング 東京都 長島　啓子 黒いマリア 神奈川県

大川　洋輝 花 東京都 中根　和香 たった５㎜のレスキュー隊「キイロテントウ」 東京都

大国　優子 Hello, It's me U.S.A 中村　達郎 人形とリンゴとワイングラス 大阪府

大坂　トミ 白い花車 北海道 中山　徹 トリックアート 東京都

大島　裕行 深い海 東京都 中山　雅英 薔薇 兵庫県

大竹　祐子 庭園に落ちた落葉 東京都 野見山　千佳子 サン・ポール村の小さなアトリエ 愛知県

大野　紀代江 大根の花 東京都 萩原　富三男 カラー 東京都

岡田　莉奈 キラキラ　りなのくに 茨城県 春名　正文 初孫 岡山県

岡部　淳子 目が素敵な人 東京都 半田　脩時 apple 東京都

半田　有紀子 岬の雲 東京都

久山　光世 パルティアの花 千葉県

笠原　秋生 葡萄 岩手県 福井　浩一 ライオン 東京都

粕谷　總子 万博・梅雨の晴れ間 大阪府 福岡　昌平 水墨画風の朱鷺 愛知県

北嶋　三知子 初夏の夕日 福井県 眞方　智子 モザイクになろうとしている猫 東京都

桑原　芙 「そろそろ帰ろうか？」「うん、そうだね」 東京都 巻田　泰美 鹿の王 東京都

小泉　加代 マンションの花壇 東京都 松下　芳子 香り漂う薔薇 兵庫県

小柳　雅彦 大好き！スターウォーズ 東京都 松下　芳子 食べごろのさやえんどう豆 兵庫県

齋藤　ともみ ヴォーリズの時計塔（関西学院大学） 東京都 真鍋　佳正 『トリュフ畑の住人』 北海道

桜井　郁子 Tulip 東京都 宮﨑　匡利 クロアチア 東京都

佐竹　厚子 富士山 静岡県 向井　康治 海の中のビッグバン 東京都

佐藤　幸子 幸せをもたらす猿 東京都 村田　恵美子 より良く見せたい食後のフルーツ 東京都

猿田　ひろみ 闇に咲く花 東京都 山近　惠 雨あがりの陽光 東京都

新海　妙美 芙蓉 東京都 横田　佐智子 地上のきらめき 埼玉県

菅原　みつ子 野あざみ 静岡県 吉澤　千鶴子 バラ 北海道

杉山　恭一 なかよし 東京都 吉野　厚子 ばら 東京都

関戸　トシ子 二十歳の門出 神奈川県 渡辺　将人 のぼせ猿 東京都

［特別会友］

ゆめの　まこ ラディッシュちゃん、こんにちは！ 埼玉県 特別賞

神田　芳子 鎮魂 東京都

鈴木　悠子 map 東京都

竹中　莎土 赤不動降臨す 東京都

原嶋　京子 森 埼玉県

藤枝　栄 ジャカランダの祝福 東京都

吉井　雅摩 ニジマスの唄 東京都

岡部　正昌
見ザルを得ない、聞かザルを得ない、
シャバの修行にモンキ（文句）言わザル

東京都
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