
【絵画の部】 （順不同・敬称略）

［グランプリ賞］

真鍋　佳正 Rock’nアバター 北海道

［審査員特別賞］

瀧　陽乙子 畏敬の念 京都府

［特賞］

赤嶺　恵里 ティータイムのあと ＵＳＡ 瀧　陽乙子 畏敬の念 京都府

足立　明里 氷の王様、ペンギン 愛知県 寺門　麻希 赤い窓の店 東京都

和泉　照香 ジャングルの夢－odo　to　Henri　Rousseau 北海道 仲田　稔梨 四季(No.1)春－可愛い自惚れ 東京都

大坂　トミ 花とバイオリン 北海道 永見　夏子 ラクガキ王 東京都

金子　佐知惠 赤い壺のある静物 埼玉県 中村　達郎 美しい水と林檎とバナナの宇宙 大阪府

小泉　加代 夏の昼さがり 東京都 濱口　和貴子 ゾウの行進 東京都

坂元　祐一 im　provisation 東京都 松田　有弘 はじまり 東京都

佐藤　優麻子 ふたりのアフリカンコーヒー 東京都 松本　みさこ 妄想 岐阜県

澤山　慶介 ミスターAイ 東京都 真鍋　佳正 Rock’nアバター 北海道

曽根原　千代美 えにし 千葉県 宮﨑　俊彦 ルパンの肖像 東京都

［金賞］

荒井　剛 La．La．La．ベジタブル 東京都 下風　恒子 蓮華 兵庫県

伊藤　テル子 実 埼玉県 多賀谷　友紀 天に昇った羊ちゃん 東京都

伊藤　洋子 夢みる椅子 東京都 立石　由美子 鯛 兵庫県

猪浦　ほづみ ライトアップ 東京都 田中　マリコ 野田の藤Ⅱ～春雷～ 大阪府

小野　総一 ドイツロマンチック街道「マグデブルク」 千葉県 中條　理枝 夏への扉 東京都

清兼　孝生 月夜のホーホー様 北海道 中村　奈央 夕暮れの円月島 神奈川県

澤田　由利子 ある日の魚つり 東京都 山崎　智義 あたらしい木の誕生 神奈川県

島﨑　さと美 青の歌－森と星と雪と 静岡県 吉野　厚子 秋の公園 東京都

［銀賞］

足立　明里 片眼の見えないオオアリクイ 愛知県 永見　夏子 右脳ぐるぐる 東京都

和泉　照香 星降る海のfish　dance 北海道 中村　達郎 蓮根と蜜柑と新聞コラジューつき 大阪府

大石　雅子 World　of　Cats 東京都 根橋　香奈 記憶の刻 長野県

小泉　加代 柱時計と仲間達 東京都 牧原　優子 光と植物Ⅱ 東京都

佐竹　厚子 Koichan 静岡県 松本　江理奈 秋の果物 千葉県

澤田　由利子 春のおとずれ 東京都 松本　みさこ 午後のひととき 岐阜県

須賀　恵子 東京都 宮田　幹大 赤ちゃん 東京都

菅原　みつ子 虹の中に咲く 静岡県
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［銅賞］

秋田　福子 ゼブラうらら 東京都 田中　芳子 チューリップ畑のある散歩道 兵庫県

東　潔 変異したオタマジャクシ 東京都 常見　直史 翔ぶ！ 東京都

阿部　ひろみ 九頭龍神社 神奈川県 寺尾　直美 浅間山のコスモス 長野県

伊藤　恵美子 ヴィーナス 愛知県 銅玄　和美 だるまわくわく！！ 福岡県

井上　泰宏 おだてられた豚 東京都 德田　有宏 別れ、それから… 東京都

今代　修子 一緒に行こうよ！ 東京都 長尾　研二 柿とかぼちゃ 神奈川県

上村　佳子 ケロちゃんと土偶ちゃん 東京都 中村　奈央 静物 神奈川県

植村　渉 山水深秋 山形県 野村　峰子 スイーツマウンテン 神奈川県

鎌内　美帆 オオタカさんのダンス 東京都 春名　正文 カガミの中の女 岡山県

川原　惠美子 食卓 東京都 藤井　靖士 月夜飛行 東京都

児島　由紀慧 For　you 東京都 御田　早苗 静物 東京都

住田　敦史 貴婦人の望む平和 岡山県 村田　恵美子 キラキラ雪

髙久　澄恵 どこへ行くの… 東京都

［奨励賞］
赤平　絹恵 白い鳥の花瓶 千葉県 髙橋　由香 椅子のある部屋 宮城県

阿部　知弘 抽象的な静物 東京都 高原　美里 ある夏の夜に 富山県

池田　みゆき 金ぴか大好き 東京都 高本　あすか 野に咲く花 東京都

石原　千代子 憧憬の山 兵庫県 竹内　章訓 東京forest 東京都

市原　治 笑う犬 東京都 田中　マリコ 野田の藤Ⅰ～静寂～ 大阪府

市原　由里子 田園 東京都 寺尾　直美 コスモス 長野県

伊藤　テル子 故郷 埼玉県 時本　愛 水辺に憩う 兵庫県

榎本　太 たこ焼きに愛をこめて 東京都 冨安　郁子 或る池の蓮 東京都

大川　洋輝 バラの花とネコ 東京都 長江　倫常子 白い花 愛知県

大西　房子 志波 東京都 長﨑　純子 First Sunrise ～from Yoko～ 東京都

奥野　壽子 山里の春 奈良県 仲田　稔梨 四季(No.2)夏－迷路を抜けて 東京都

奥野　壽子 大宇陀松山城史跡西口関門 奈良県 中村　明彦 上流ホテルに泊まろう 東京都

小野　健二 三日月も狙う池の鯉 静岡県 七澤　公典 サンショウウオ 東京都

小野　総一 ドイツロマンチック街道「ローデンブルク」 千葉県 根橋　香奈 水辺の花 長野県

加藤　純一郎 新たなる千木煌めきて、外宮の杜 東京都 萩原　富三男 カラー（花） 東京都

川津　ゆみ 贈り物 京都市 半田　香奈恵 Viva！！ 東京都

黒木　蘭 小女の千年の夢 東京都 福本　佐紀 ブルースター 神奈川県

古賀　友佳理 ピンクのゾウさん、森を歩く 東京都 前田　将志 伊勢の冬至 三重県

小里　康浩 ラン・ラン・ランチ 岐阜県 松井　恭 ラッコ 東京都

後藤　晋 林檎 東京都 松下　芳子 桃色牡丹 兵庫県

坂井　伸太郎 プサンコップの夕暮れ 東京都 松元　香奈 曹操 鹿児島

笹　節子 太陽・木星－宇宙の子 東京都 松本　有貴 My Funny Funtasy N．Y 千葉県

志村　優美子 I　love　cat 東京都 武藤　昭 富士 岐阜県

下田　哲也 夕やけのひと時 東京都 山田　淑子 芝桜に映える富士 東京都

杉浦　準子 黄金宝波 東京都 横田　佐智子 富士と遊ぶ花龍神 埼玉県

関根　克行 いつの間にかおへその下に毛が生えていました 神奈川県 吉澤　千鶴子 思い出のベニス 北海道

曽根　由香里 街のクリスマス 大阪府 吉野　厚子 つばき 東京都

曽根原　千代美 月夜の晩に 千葉県 ラバリエガ 玲子 りんご ＵＳＡ

曽根原　延幸 クーチャー 千葉県 渡邉　恵美 Impression, soleil couchant 東京都
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高橋　俊秀 漁船 北海道


