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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］

池田　みゆき 太った女、中くらいの女、痩せた女 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 東京都 足立　明里 図書館の駅 銀賞 愛知県

牛尾　多麻子 マタドール 銀賞 東京都

［特賞］ 蝦名　一幸 John　Tytor 銀賞 東京都

池田　みゆき 太った女、中くらいの女、痩せた女
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞

特賞
東京都 大江　久美子 真夜中のメリーゴーランド 銀賞 東京都

東　潔 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをのせて先を急ぐｻﾗﾘｰﾏﾝ 特賞 東京都 金子　佐知惠 瓶と布 銀賞 埼玉県

和泉　照香 カクテルをあなたに 特賞 北海道 清兼　孝生 ほーほーさま 銀賞 北海道

岡部　克子 落ちてもなお愛しい寒の椿 特賞 東京都 小柳　雅彦 パワースポット伊勢 銀賞 東京都

金子　佐知惠 ダリアのある静物 特賞 埼玉県 佐々木　裕理子 ムーンストラックの夜に 銀賞 大阪府

坂口　丸美 魚の親子 特賞 東京都 澤山　慶介 いざ、川平へ！ 銀賞 東京都

鈴木　絵 夢みるヤギ座 特賞 東京都 高橋　清美 楽しみ色々 銀賞 東京都

瀧　陽乙子 木星からの天使 特賞 京都府 田中　マリコ 沢地萃 銀賞 大阪府

田中　マリコ 住吉の池 特賞 大阪府 中根　和香 甘い、甘～いタンゴール 銀賞 東京都

時本　愛 春の雨 特賞 兵庫県 山田　裕一 奥入瀬渓流 銀賞 山梨県

仲田　稔梨 Wonderful　Fantasy　My　Family 特賞 東京都 吉澤　千鶴子 窓辺の花 銀賞 北海道

永見　夏子 愛 特賞 東京都 吉野　厚子 初夏 銀賞 東京都

西村　俊樹 家の近くの公園での楽しい一時 特賞 東京都

根橋　香奈 秋光彩渓 特賞 長野県 ［銅賞］

原　彩華 メデューサに似てきたママ 特賞 神奈川県 赤嶺　恵里 ワイングラスのある食卓 銅賞 USA

藤枝　洋子 クーのいる庭 特賞 東京都 阿部　ひろみ 箱根神社に続く道 銅賞 神奈川県

松元　香奈 MONSTER 特賞 鹿児島 和泉　照香 海の仲間たち 銅賞 北海道

松本　みさこ 昨日見た夢 特賞 岐阜県 磯谷　久美子 地上４５Fのロマンス 銅賞 東京都

真鍋　佳正 月恋のアントラー 特賞 北海道 井上　良三 坂のある町 銅賞 神奈川県

渡辺　寛治 陰陽 特賞 神奈川県 岩本　桃房
極楽いぶかしくば宇治の
御寺を礼へ

銅賞 東京都

［金賞］ 榎本　太 ﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｲｽﾏｰｹｯﾄ、ｼｱﾄﾙ 銅賞 東京都

赤平　絹恵 陽の向こうに 金賞 千葉県 大石　雅子 パティシエからの贈り物 銅賞 東京都

小野　総一 東京駅天井 金賞 千葉県 大西　房子 手鞠 銅賞 東京都

粕谷　聰子 自然の力 金賞 大阪府 小野　健二 灼熱の大地と紫の象 銅賞 静岡県

神田　暢子 真夜中の遊園地 金賞 東京都 小野　総一 東京駅丸ノ内 銅賞 千葉県

小泉　加代 紅薔薇 金賞 東京都 鎌内　美帆 AQUA 銅賞 宮城県

小山　秀平 段階の瓶 金賞 東京都 川上　康子 楽強苦弱 銅賞 埼玉県

杉山　善彦 砂遊び 金賞 東京都 坂元　祐一 ウチュウノハジマリ 銅賞 東京都

竹内　章訓 Cafe　au　lait 金賞 東京都 下風　恒子 蓮 銅賞 兵庫県

鶴　美保 カーニバル龍神 金賞 東京都 関根　克行
もしかしてそれはｷﾞｬｸﾞで言っ
ているのか？

銅賞 神奈川県

中村　達郎 静物（花と果物） 金賞 大阪府 曽根原 千代美 まほうのコトバ 銅賞 千葉県

久山　光世 キダチアロエ「赤い群生」 金賞 千葉県 多賀谷　友紀 恵比寿様も大笑い 銅賞 東京都

松田　由紀子 曙光 金賞 三重県 中條　理枝 お台場の月 銅賞 東京都

御田　早苗 cyclamen 金賞 東京都 銅玄　和美 梅あそび 銅賞 福岡県

宮田　幹大 自画像 金賞 東京都 永見　夏子 遅れてきた天使たち 銅賞 東京都

武藤　昭 富士 金賞 岐阜県 根橋　香奈 富士見の春 銅賞 長野県
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【絵画の部】 （順不同・敬称略）

氏　　名 作　品　名 賞 在住地

牧原　優子 光と植物 銅賞 東京都 冨安　郁子 或る庭のくちなし 奨励賞 東京都

松本　みさこ 怪しげな猫 銅賞 岐阜県 中井　宏美 よみがえりの里能野 奨励賞 岐阜県

松本　有貴 勝利の女神は微笑む 銅賞 千葉県 中根　志都 ワラビのおん 奨励賞 東京都

中山　徹 MY　BREAKFAST 奨励賞 東京都

［奨励賞］ 野崎　美保 歌うSoleil 奨励賞 東京都

足立　明里 気球 奨励賞 愛知県 野津　潤弥 春 奨励賞 宮城県

鮎川　菜穂子 Street 奨励賞 東京都 濱口　和貴子 ジャングルの目 奨励賞 東京都

石上　羽奈子 花畑 奨励賞 東京都 濱本　幸江 ダンディジャンキーライダーズ 奨励賞 東京都

石川　久美子 愛ビー 奨励賞 東京都 深見　賢司 男役 奨励賞 東京都

伊東　杏紗 教室の上 奨励賞 宮崎県 福本　佐紀 福寿草 奨励賞 神奈川県

伊藤　弘幸 カエル 奨励賞 東京都 堀川　裕子 Na　Na　Ko 奨励賞 東京都

伊藤　里恵 オレンジの森で、本当は仲良し 奨励賞 東京都 前田　将志 やまぶき 奨励賞 三重県

井上　宏美 波乗りパグ 奨励賞 東京都 松下　芳子 雪南天と雀 奨励賞 兵庫県

井上　泰代 Jealousy 奨励賞 東京都 松田　由紀子 風 奨励賞 三重県

井上　良三 山下公園一風景 奨励賞 神奈川県 松本　有貴 I　See　You 奨励賞 千葉県

今代　修子 UTENA 奨励賞 東京都 水口　玲奈 階段！？ 奨励賞 東京都

大川　洋輝 六甲牧場の羊 奨励賞 兵庫県 宮﨑　俊彦 もえいづる春になりにけるかも 奨励賞 東京都

大坂　トミ 遠野の詩 奨励賞 北海道 宮田　幹大 家路へ 奨励賞 東京都

小川　高浩 宇宙はハートだ！ 奨励賞 東京都 宮本　恵美 カウントダウン 奨励賞 北海道

柿田　義人 トルコ風景 奨励賞 長崎県 森内　遼 朝日 奨励賞 東京都

粕谷　聰子 グァム島の休日 奨励賞 大阪府 安田　尚代 ぼくのすきなもの 奨励賞 東京都

加納　英明 二匹の金魚 奨励賞 宮城県 山岸　成歌 おいかけっこ① 奨励賞 埼玉県

小西　匡明 DEATH＆REBIRTH 奨励賞 東京都 山崎　雅恵 花・花・花 奨励賞 東京都

笹　節子 春はともだち 奨励賞 東京都 山田　仁美 半夏生の夢 奨励賞 東京都

笹川　文子 宇宙花火は春のお山に花咲かす 奨励賞 兵庫県 山田　裕一 安曇野大王わさび農園 奨励賞 山梨県

篠塚　文代 秋実 奨励賞 茨城県 山近　惠 プリンセス・マカロン 奨励賞 東京都

島﨑　さと美 地球と森と星と 奨励賞 静岡県 吉野　厚子 窓辺のバラ 奨励賞

志村　優美子 福の先どり 奨励賞 東京都 脇山　祐美子 VIOLET　PRAIRIE　２０１２ 奨励賞 東京都

下田　哲也 自画像 奨励賞 東京都

白石　桂 朝の公園・秋 奨励賞 東京都 ［特別会友］

曽根原 千代美 Hello！ 奨励賞 千葉県 竹中　莎土 佛足 特別賞 東京都

高木　圭子 冬じたく 奨励賞 神奈川県 神田　芳子 聖天 東京都

髙月　徹 岩山の春 奨励賞 東京都 鈴木　悠子 ねこかふぇ千客万来 東京都

高橋　昇 僕の存在意義 奨励賞 東京都 原嶋　京子 お散歩 埼玉県

武田　元広 破阿瑠寺の真珠禅師、僧の問 奨励賞 東京都 藤枝　栄 ロレンシャンの恵み 東京都

谷口　純子 野菜と水さし 奨励賞 東京都 ゆめの　まこ
『ネッシーのブルース』を
聞きながら

埼玉県

塚本　正幸 四季八冊 奨励賞 東京都 吉井　雅摩 こころ 東京都
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