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【絵画の部】 （順不同・敬称略）

氏　　名 作　品　名 賞 在住地 氏　　名 作　品　名 賞 在住地

［グランプリ賞］ ［銀賞］

吉井　雅摩 昆虫達の舞踏会 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 東京都 足立　明里 星乗りオットセイ 銀賞 愛知県

磯谷　久美子 特別な日 銀賞 東京都

［特賞］ 伊藤　恵美子 花と私 銀賞 愛知県

足立　明里 星を降らせるくじら 特賞 愛知県 伊藤　洋子 土偶さん、私を守って！ 銀賞 東京都

伊東　杏紗 幸せ 特賞 宮崎県 大竹　祐子 白鷺 銀賞 東京都

大坂　トミ 雪の白川郷 特賞 北海道 岡部　克子 躍動のきざし 銀賞 東京都

岡部　克子 ジュリーと私 特賞 東京都 粕谷　聰子 孫と遊ぶ春の日 銀賞 大阪府

木村　優里 ローレル色の風 特賞 東京都 篠塚　文代 ２０１１・秋 銀賞 茨城県

久保田　望聖 いろいろあっても家族 特賞 東京都 曽根原　千代美 コレクション 銀賞 千葉県

笹川　文子 カラフルーツな山 特賞 兵庫県 高井　真由子 待つことを覚えた犬 銀賞 東京都

澤山　慶介 おどれ！マンボ～ウッ！！ 特賞 東京都 西村　俊樹 竹の子公園での楽しい一時 銀賞 東京都

下風　恒子 蘭 特賞 兵庫県 藤枝　洋子 僕の初恋 銀賞 東京都

瀧　陽乙子 子どもの予言 特賞 京都府 藤田　まゆみ ねこぼっこ 銀賞 東京都

竹内　章訓 善福寺池の弁財天 特賞 東京都 宮﨑　俊彦 幻の島へ 銀賞 東京都

田尻　登美代 えらぶゆりの花 特賞 U.S.A 山田　淑子 花吹雪 銀賞 東京都

田中　マリコ ダ・ヴィンチ・コードⅠ 特賞 大阪府

時本　愛 楽園 特賞 兵庫県 ［銅賞］

根橋　香奈 昇華 特賞 長野県 池田　みゆき ハッピーバースディ 銅賞 東京都

松田　由紀子 ２０１１きずな 特賞 三重県 井上　泰宏 ツキを呼ぶ 銅賞 東京都

真鍋　佳正 羊飼いの月 特賞 北海道 榎阪　昭則 滝畑の鯉 銅賞 大阪府

三宅　賀子 色相明度彩度 特賞 東京都 大西　房子 心華 銅賞 東京都

武藤　昭 富士 特賞 岐阜県 小笠原　千聖 宝猫 銅賞 北海道

山本　由佳 ほうがいの夢 特賞 東京都 奥野　明生 犬 銅賞 愛知県

［金賞］ 小野　総一 ギンザ 銅賞 千葉県

祝　園美 水 金賞 埼玉県 鎌内　美帆 ホッと一息。ホッキョクゆず湯♨ 銅賞 宮城県

大植　浩子 歪んだベクトル 金賞 大阪府 小林　克己 滝 銅賞 千葉県

粕谷　聰子 険しい鞍馬山 金賞 大阪府 坂口　秀晶 大樹 銅賞 兵庫県

加藤　純一郎 アラブに春が舞ふ 金賞 東京都 坂元　祐一 午後のまどろみ 銅賞 東京都

唐生　直子 虹を泳ぐ金魚 金賞 静岡県 笹　節子 月光を聴く 銅賞 東京都

小泉　加代 街着を着た女性 金賞 東京都 澤田　由利子 とまどい 銅賞 東京都

小林　克己 朝靄の鹿 金賞 千葉県 須見　鈴代 秋の十勝岳 銅賞 北海道

小山　秀平 フランスへの足がかり 金賞 東京都 高木　圭子 八百年の眠りからさめた蓮 銅賞 神奈川県

柴田　まち子 毘沙門天沼 金賞 北海道 長﨑　純子 マイ・フェイバリット 銅賞 東京都

島﨑　さと美 星の歌 金賞 静岡県 仲田　稔梨 Moonlight　trip 銅賞 東京都

関戸　トシ子 端午の節句 金賞 神奈川県 根橋　香奈 大樹の紅葉 銅賞 長野県

中村　明彦 あけぼの 金賞 東京都 平岡　育子 オウムだぜ！！ 銅賞 東京都

前田　将志 すいれん 金賞 三重県 牧原　優子 光・再生しようとしている植物 銅賞 東京都

宮田　幹大 ２本の風車と植物 金賞 東京都 松元　香奈 やまと 銅賞 鹿児島

吉野　厚子 庭園秋彩 金賞 東京都 山口　正浩 跳ねる魚 銅賞 東京都
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氏　　名 作　品　名 賞 在住地 氏　　名 作　品　名 賞 在住地

山崎　智義
今度はキャベツ畑で

天使誕生のお祝いです。
銅賞 神奈川県 多賀谷　友紀 海中散歩 奨励賞 東京都

山下　風花 お花がいっぱい 銅賞 東京都 武井　亜季子
バルセロナの踊り子に恋した

僕を見て笑うホウキ星
奨励賞 東京都

山近　惠 「日出の海」という名の芍薬 銅賞 東京都 武田　元広 火星に致着、我が家の大将 奨励賞 東京都

中條　理枝 多度津港 奨励賞 東京都

［奨励賞］ 寺門　麻希 紫陽花 奨励賞 東京都

赤平　絹恵 冬の華 奨励賞 千葉県 寺嶋　峰雪 憧憬 奨励賞 兵庫県

阿部　ひろみ 秋の称名寺 奨励賞 神奈川県 徳田　富美恵 黄金の日本～５色に守られて～
しあわせ　　　　くに　　　　ごはしら 奨励賞 石川県

有岡　由香莉 至福のひととき 奨励賞 神奈川県 德田　有宏 The　Season　Of　My　Soul 奨励賞 東京都

有賀　寿子 ある秋の日の上空 奨励賞 東京都 中川　廣 汽車 奨励賞 神奈川県

石川　晶子 雨あがり 奨励賞 東京都 中根　志都 手のちっちゃなおちゃめ龍 奨励賞 東京都

石村　光繪 竜・カレシン 奨励賞 東京都 中山　徹 花瓶の薔薇 奨励賞 東京都

市原　治 タマは警備中 奨励賞 東京都 中山　雅英 岩木山の秋 奨励賞 兵庫県

市原　由里子
鯉のぼりの上に

ねっころがったたい焼き
奨励賞 東京都 七澤　公典 根来塗杓子 奨励賞 東京都

井出　康子 銀河 奨励賞 東京都 野津　潤弥 プラチナ 奨励賞 宮城県

井手窪　玉美 元気な百日草 奨励賞 東京都 原　彩華 太陽を背負った龍 奨励賞 神奈川県

井上　宏美 風邪っぴきの黒ねこ 奨励賞 東京都 半田　脩時 おでかけ 奨励賞 東京都

今代　修子 春を告げて 奨励賞 東京都 平井　恭子 紅葉の季節 奨励賞 東京都

蝦名　一幸 終ったあとのニワトリたち 奨励賞 東京都 福井　由香 秋の箱根 奨励賞 東京都

大石　雅子 世界一美しいクジャク 奨励賞 東京都 福本　佐紀 椿の絵皿 奨励賞 神奈川県

太田　恵以子 ぼくの頭の中はいつも夢いっぱい 奨励賞 愛知県 藤井　靖士 天地初發之時於高天原成神 奨励賞 東京都

大塚　栄子 水仙 奨励賞 東京都 栁澤　伸孔 満月と浅間山 奨励賞 長野県

小笠原　千聖 オイシイトモダチ 奨励賞 北海道 山崎　聡子
木星の樹～ジョブス氏に感謝

と愛を込めて～
奨励賞 神奈川県

岡部　淳子 にぎやかな林 奨励賞 東京都 山崎　智義 虹色天使 奨励賞 神奈川県

小野　健二
２０１１年１２月ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞにて

初夏のﾏｳﾝﾄｸｯｸ
奨励賞 静岡県 山本　貴士

将来の夢はﾏﾝﾓｽに
なることです

奨励賞 東京都

小野　総一 アンティックな街 奨励賞 千葉県 横田　佐智子 So　Many　Stars 奨励賞 埼玉県

河合　きよ子 初秋・篭ノ登山と水ノ塔山 奨励賞 神奈川県 横田　美鈴 モモンカメレオン 奨励賞 東京都

小久保　佳奈 みんな主人公！ 奨励賞 東京都 吉岡　耕助 太陽のような花達 奨励賞 熊本県

小里　康浩 霊峰エベレスト 奨励賞 岐阜県 吉住　孝子 御茶目 奨励賞 兵庫県

小柳　雅彦 自画像「冷静と情熱」 奨励賞 東京都

坂井　伸太郎 格闘後のカバ 奨励賞 東京都 ［特別会友］

佐々木　裕理子 ｸﾚｾﾝﾄﾑｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝへようこそ 奨励賞 大阪府 吉井　雅摩 昆虫達の舞踏会 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 東京都

柴田　まち子 氷見の海 奨励賞 北海道 神田　芳子 西洋梨とポット 東京都

志村　優美子 しまの母 奨励賞 東京都 神田　芳子 鎮魂 東京都

白石　桂 セローム 奨励賞 東京都 鈴木　悠子 Ｏｖｅｒ　the　ｒａｉｎｂｏｗ 東京都

関根　克行 大事なことなので二回言う 奨励賞 神奈川県 竹中　莎土 光明曼荼羅 東京都

曽根原　千代美 お茶をどうぞ 奨励賞 千葉県 原嶋　京子 花 埼玉県

高木　圭子 がんばろう日本！ 奨励賞 神奈川県 藤枝　栄 求むる心 東京都

高橋　昇 春の集い 奨励賞 東京都 ゆめの　まこ ｸﾞﾘﾑ童話より「ﾛﾊﾞの王子・ﾛﾋﾞｰ」 埼玉県
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