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【絵画の部】

［グランプリ賞］

田中　美都希 わたし 神奈川県

［特賞］

赤平　絹恵 初日の出 東京都 竹ヶ端　道夫 目玉鳥の停留所 東京都

大西　房子 寿ぎ 東京都 田中　マリコ One	day	-Ave	Maria- 大阪府

大野　紀代江 青い壺とくだもの 東京都 時本　愛 Pluralistic	Series 兵庫県

川上　康子 きんがしんね～ん 埼玉県 德田　有宏 彩 東京都

小泉　加代 マンドリンと静物 東京都 中井　宏美 子山羊ちゃん　寄り道はだめだよ 岐阜県

斉藤　友和 ゆずものがたり 埼玉県 野村　峰子 お月さまとお散歩 神奈川県

須賀　恵子 恋するコウイカ 東京都 前田　将志 航路上満天雪 三重県

曽雌　明美 夢の国？！ 東京都 御田　早苗 夏を待ちきれず、正月に咲いた紫陽花 東京都

曽根原　千代美 My	Card 千葉県 渡辺　常夫 葉ッパ龍神　葉ッパの舞 福島県

瀧　陽乙子
時の流れを止める月（ネイティブアメリ
カン）

京都府

［金賞］

池田　みゆき ウォーターフィールド 東京都 中村　久美子 宿る 神奈川県

石村　光繪 静寂 東京都 中山　雅英 バラ 兵庫県

大場　康世 Flowers	and	a	bird 東京都 春名　正文 純ちゃんと初孫 岡山県

小山　秀平 トリ 東京都 松元　香奈 おしゃかさま 鹿児島県

坂元　祐一 新しい壁画が見つかった 東京都 松本　有貴 ヴィーナスの泉 千葉県

笹　節子 白フクロウのお正月 東京都 宮田　幹大 自画像 東京都

佐藤　優麻子 都会な女 東京都 渡邊　寛治 素ピカッー 神奈川県

長巾　公一 瑞光 長野県

［銀賞］

赤嶺　恵里 ハワイマウイ島の熱帯魚 USA

大国　優子 夢の中の大きな木 兵庫県

坂本　真佐夫 本好きの猫 福岡県 長島　啓子 マイトレーヤに帰依し奉る 神奈川県

志村　優美子 マンボウと仲間たち 東京都 中西　一仁 うり坊 東京都

下風　恒子 思い出の百合の花 兵庫県 福井　由香 街、華やぐ！ 東京都

鈴木　智子 本当はねむい 埼玉県 真鍋　佳正 Passion	fruits	＆	Bana	bee 北海道

曽根原　千代美 ダンスのように 千葉県 弓家田　裕子 ときめきんぎょ 静岡県

高橋　俊秀 休息Part2 北海道 吉野　厚子 秋彩 東京都

［銅賞］

池田　麻理 楽園 東京都 俵　朋江 花に魅せられて 東京都

植村　渉 春の山里 山形県 仲田　稔梨 深呼吸ロケット 東京都

榎本　太 a	piece	for	you 東京都 中村　大任 眼 静岡県

小野　総一 江戸城の再現 千葉県 中村　達郎 自画像 大阪府

小野　総一 赤坂プリンスクラシックハウス 千葉県 西中　千恵子 牡丹図 神奈川県

笠原　秋生 ガラスの森の月夜 岩手県 根岸　和弘 ハモン 東京都

粕谷　聰子 かがやき 大阪府 野根　晴美 夏の夢 東京都

金村　帆奈美 春一番 北海道 畠山　真樹 地球の歌声 宮城県

斉藤　友和 上野公園の銀杏並木 埼玉県 藤野　嘉人 シマリス　トゥールビヨン 東京都

齋藤　ともみ 北国のマリアに春，到来 千葉県 松田　有弘 夜のおわり 東京都

坂口　丸美 黄色い鳥の住む森 東京都 水落　英雄 アピール 東京都

武田　元広 犬 東京都 吉澤　千鶴子 バスケットを見ている花 北海道

田中　聖治 花壇 東京都
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［奨励賞］

秋山　精孝 夜明け前の冬の白山連峰 東京都 高木　圭子 かわいい昼寝 神奈川県

厚川　和馬 ファッション　ウォッチ 東京都 多賀谷　友紀 散歩 東京都

池田　陽子 龍宮城に到着 東京都 出山　滋子 洋梨パレード 埼玉県

和泉　照香 仲良しの梨たち 北海道 中根　和香 ぼくの大好物 東京都

和泉　照香 J氏の散歩道 北海道 中村　明彦 成長 東京都

伊東　杏紗 始まりの朝 東京都 中村　達郎 静物（果物と壜） 大阪府

伊藤　テル子 静物画 埼玉県 根橋　香奈 運河の街　ブルージュ 長野県

伊藤　テル子 静物画 埼玉県 根本　紀美子 筑波山の帰り　日の暮れる頃 千葉県

今代　修子 いつかどこかで 東京都 野﨑　美保 ちょっと、お茶でも・・・ 東京都

上田　幸世 テントウ虫の三羽 東京都 野津　潤弥 陽射しのなかの街 東京都

大川　洋輝 flower	arrangement	No3 東京都 野見山　千佳子 宮古島の夏雲 愛知県

大坂　トミ こぶし 北海道 野見山　千佳子 野甫島の碧い港 愛知県

大坂　トミ 薔薇のある午後 北海道 半田　有紀子 追憶 東京都

大場　美聡 水面に映るスーパームーン 福岡県 廣砂　佳代 花見 東京都

粕谷　聰子 城北公園の思い出の桜 大阪府 堀　栄里子
冬眠したいというサメをあやし慰める黄
金のイス

東京都

片山　進 生きる富士山 静岡県 本郷　亮輔 雪景色 東京都

金村　帆奈美 絶対忘れない 北海道 本間　琢典 星旅行 東京都

木村　麻里江 夕暮 埼玉県 巻田　泰美 FOCUS 東京都

久保田　紗優里 森の母 福岡県 松下　芳子 食べごろの柿 兵庫県

桑原　芙 Colors 東京都 松田　全生 デジタル・フロンティア 東京都

小山　秀平 金色の楽園 東京都 松本　有貴 香港 千葉県

佐竹　厚子 富士と月 静岡県 松本　佳江 マーブル島のマーブル鳥 千葉県

佐藤　奈々 ブルーベリー 千葉県 三浦　秀一郎 麗しのウーパールーパー 東京都

佐藤　真由美 Spring～泉 宮城県 宮田　朝子 花筏 東京都

佐藤　己奈 本当のこと 東京都 八百山　未知 青いバラ 大阪府

佐藤　幸子 ロミータハシミコは祈る 東京都 山上　雄司 およげ？！ない伊勢エビくん 東京都

清水　淳平 のと里山海道の日没 東京都 山岸　成歌 冬の森 埼玉県

菅原　みつ子 空に向って 静岡県 山田　仁美 明日になれば 東京都

鈴木　淳子 「初夢」happyだ象 東京都 吉野　厚子 ばら 東京都

住田　敦史 幸せなひとときティータイム 岡山県 四谷　光代 公園大・大だぁ～い好き！ 東京都

［特別会友］

原嶋　京子 ハンゲショウ 埼玉県 特別賞

神田　芳子 ウルトラスーパームーン 東京都

鈴木　悠子 ドールハウス 東京都

竹中　莎土 地球温暖化の図 東京都

藤枝　栄 スーパームーンのRendez-vous 東京都

ゆめの　まこ たま・たまフィーバー 埼玉県

吉井　雅摩 鳥になりたい少年 東京都
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