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【絵画の部】

［グランプリ賞］

片山　滋 旅人かへらず 千葉県

［特賞］
東　潔 Twitter 東京都 特賞曽根原　千代美 醒めない 千葉県

和泉　照香 子供の時間 北海道 特賞田中　聖治 花ヤ 東京都

大竹　祐子 冬の公園にて 東京都 特賞田中　マリコ One	Day	Ⅲ-こもれび 大阪府

大西　房子 桃桃華Ⅰ 東京都 特賞德田　有宏 ワタリドリ 東京都

片山　邦子 くちなしの実 千葉県 特賞中村　久美子 北の大地 神奈川県

川上　康子 満充電 埼玉県 特賞濱口　和貴子 月に吹く 東京都

清兼　孝生 冬風 北海道 特賞宮田　幹大 父・疲労 東京都

斉藤　友和 ナポレオン 埼玉県 特賞山田　仁美 祭り 東京都

島﨑　さと美 aka 東京都 特賞渡辺　久子 木霊 新潟県

住田　敦史 日本と世界を生き抜いた老人像 岡山県

［金賞］

蝦名　一幸 シューゲイザー 東京都 金賞長島　啓子 純麗なる十一面観音 神奈川県

川津　百世 Strange	watch! 東京都 金賞根橋　香奈 ジョイフル 長野県

白石　桂 夜明間近。さあ行こう 東京都 金賞野根　晴美 三者三様三姉妹 東京都

高橋　貞範 ネコ 東京都 金賞本郷　健太 雨ノ夜 東京都

多賀谷　友紀 にゃんこフープ 東京都 金賞森内　遼 林檎 東京都

多田羅　浩 紫陽花 東京都 金賞山本　貴士 友人 東京都

田中　美都希 人 神奈川県 金賞渡邊　寛治 GOLD 神奈川県

時本　愛 Positive　Woman 兵庫県

［銀賞］
植村　渉 夜明けの地蔵沼 山形県 銀賞下風　恒子 ワカティプ湖 兵庫県

岡部　正昌 出番だワン！ 東京都 銀賞寺門　麻希 クーちゃんの見る風景 東京都

片山　滋 パリ叙情 千葉県 銀賞仲田　稔梨 バナナンパラダイス 東京都

小泉　加代 剥製のキジと静物 東京都 銀賞中村　奈央 習作 神奈川県

小柳　雅彦 21世紀のアインシュタイン 東京都 銀賞中山　雅英 バラ 兵庫県

猿田　ひろみ チューリップ 東京都 銀賞松本　有貴 ロットネスト島のビーチ 千葉県

静谷　晶子 ママとアタシ 東京都 銀賞山本　真規子 ポピーにやって来たハナアブちゃん 東京都

清水　淳平 雪の切れ間の空 東京都

［銅賞］

池田　みゆき 黄金のムツゴロウ降臨 東京都 銅賞田中　真理子 こいの里 東京都

榎阪　昭則 雨あがりの岩湧山 大阪府 銅賞根橋　香奈 湖秋 長野県

大町　裕哉 命 兵庫県 銅賞野村　峰子 茜色の雪 神奈川県

小尾　公美子 活力花（カンナ） 長野県 銅賞半田　脩時 鉄瓶 東京都

片山　進 てんとう虫の太郎 静岡県 銅賞北條　知世 中学校の図書館 長野県

神田　暢子 龍の目 東京都 銅賞本田　るみ おめんのおもい 東京都

斉藤　友和 お呼びデスカ？ 埼玉県 銅賞本間　琢典 『神風』 東京都

佐藤　陽平 祈り 東京都 銅賞宮﨑　知典 黒柴らん 東京都

篠原　裕昌 空と白 東京都 銅賞山田　千富美 里の初夏 神奈川県

高橋　昇 遊星からの物体６ 東京都 銅賞吉澤　千鶴子 果物のあるテーブル 北海道

竹内　章訓 浮世絵の散歩道 東京都 銅賞吉澤　千鶴子 白い花 北海道

竹内　里菜 マーガレット 大阪府 銅賞渡辺　常夫 福島県

立石　由美子 好きな女優 兵庫県
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［奨励賞］

石川　晶子 僕、歌っています。 東京都 奨励賞高岸　由香 クリスマスのおしゃべり 東京都

伊藤　邦広 問 愛知県 奨励賞髙月　徹 月 大阪府

植村　渉 追憶 山形県 奨励賞竹内　里菜 正雀の町なみ 大阪府

大川　洋輝 テーブルの上の猫 東京都 奨励賞俵　朋江 菜の花 東京都

大坂　トミ 裏磐梯 北海道 奨励賞塚本　正幸 33年ぶりに来た白根山の湯釜の風景 東京都

大坂　トミ 秋　たけなわ 北海道 奨励賞角田　美砂 東京都

大野　紀代江 蝦夷鹿 東京都 奨励賞出山　滋子 愛しのムーティ 埼玉県

大町　裕哉 大山 兵庫県 奨励賞寺田　叔弘 テーブルに腰かけるボン 福岡県

小野　健二 糖度MAXのパイナップル 東京都 奨励賞長﨑　純子 おてんば 東京都

小野　総一 アゲタ（ポルトガル） 千葉県 奨励賞中野　源 食べ放題 東京都

笠原　秋生 ラリックの幾何学模様 岩手県 奨励賞中村　達郎 想い出 大阪府

粕谷　聰子 五月の風 大阪府 奨励賞仁部　裕子 静かな繁栄 東京都

粕谷　聰子 もうひとつの世界 大阪府 奨励賞野津　潤弥 白いバラと目が合いました♡ 東京都

クミモン
室町、伝聞の虎！ネコじゃないよ　トラ
だから

東京都 奨励賞福井　浩一 プリーズ 東京都

鎌田　英朗 涙をためた瞳で 東京都 奨励賞松田　全生
真っ黒な中に黄色い光みたいなのを描い
てみました

東京都

川端　和子 ピンクの心とインディゴなムード 東京都 奨励賞松原　拓 屋上から見た天狼星 東京都

神田　慶広 武術指導 東京都 奨励賞松元　香奈 西域 鹿児島県

向後　真弥 香取の秋 千葉県 奨励賞松本　有貴 パースの夜景 千葉県

小里　康浩 犬とお散布 岐阜県 奨励賞松本　佳江 Wildflowers 千葉県

小山　秀平 戌年の富士山 東京都 奨励賞三橋　俊幸 樹 東京都

齋藤　ともみ サルビア満開の秋 千葉県 奨励賞南　和宏 SDGs17　持続可能な開発目標 石川県

坂本　英介 秋の森 東京都 奨励賞山本　貴子 招き幸 東京都

笹　節子 猫族の昼休み 東京都 奨励賞山本　裕子 くらげ 香川県

下斗米　玉枝 おいしそうなイワシ 宮城県 奨励賞弓家田　裕子 静岡県

菅原　みつ子 野バラ 静岡県 奨励賞吉野　厚子 秋の公園 東京都

杉山　恭一 やすらぎ 東京都 奨励賞和田　紀子 ワン！ダフルday 東京都

関戸　トシ子 ミーちゃんと私 神奈川県 奨励賞渡邉　恵里 老女 東京都

関根　克行
肉のかたまりが食べたいと言ったら怒ら
れてしまいました。

神奈川県 奨励賞渡辺　将人 深海から街に焦がれて 東京都

曽根　由香里 小人の村の朝 高知県 奨励賞岡　香杜 宇宙に飛び出したWe	Are	The	World! 東京都

高木　圭子 ゆいちゃん･･･あそんだの 神奈川県 奨励賞濱本　幸江 東京都

［特別会友］

吉井　雅摩 ウキウキ・アビステ 東京都 特別賞

神田　芳子 2400m空中遺跡　マチュピチュ 東京都

鈴木　悠子 carnival 東京都

竹中　莎土 月輪 東京都

原嶋　京子 ポインセチア 埼玉県

藤枝　栄 名脇役のロビン 東京都

ゆめの　まこ ニコニコ星運 埼玉県

スターゲイジー・パイ～祝福を受けるイ
ワシ
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