
【絵画の部】

［グランプリ賞］

ゆめの　まこ 再星 埼玉県

［特賞］
東　潔 Essence 東京都

特
賞
斉藤　友和 小山川の夕暮れ 埼玉県

荒井　剛
お好み焼きのために宇宙から
きたヘラ！！

東京都 島﨑　さと美 星たちの歌 東京都

井上　泰宏 本当は恐いお好み焼き 東京都 曽根原　千代美 あの日 千葉県

榎阪　昭則 紅蓮にいだかれ泳ぐさかなかな 大阪府 高木　圭子 ルビーが、ざくざく 神奈川県

大西　房子 飴色交響曲 東京都 德田　有宏 しおさいの詩 東京都

岡本　弘子 文鳥一家のお好み食堂 神奈川県 野根　晴美 赤く燃える富士 東京都

楠　あきのぶ まことの花 東京都 本郷　健太 Thunder of blue sky 東京都

久世　博巳 たまご？ 東京都 松本　太樹 ハリウッド女優が平和を語る 東京都

小泉　加代 シックな陶器達 東京都 森岡　礼 2019diary 島根県

小柳　雅彦 拝啓、ジョン・レノン 東京都 吉野　厚子 花とからすうり 東京都

［金賞］
赤白　のりこ 花柄のワンピース 東京都

金
賞
神田　真奈 ヤドカリと猫 東京都

井手窪　玉美 ウフフの女 東京都 清兼　孝生 創生 北海道

伊藤　邦広 訪 愛知県 高原　美里 明日への扉 富山県

今代　修子 おやゆび姫はお留守です 東京都 田中　泰生
漁師町に住む植木屋のアパートは
陽あたりが良い

東京都

上田　洋子 帰省 大阪府 仲田　稔梨 60本のバラ 東京都

大国　優子 レーニエ山のお帽子 USA 橋爪　瑠璃子 宇宙の果ての、その先に 神奈川県

大坂　トミ 水さしと烏うり 北海道 前橋　克行 みかんをむいてみた 東京都

大橋　美来 幸せ（しわわせ）のひかり 愛知県

［銀賞］
石井　輝 一目惚れ 東京都

銀
賞
根橋　香奈 行く春　富士見 長野県

岩崎　健太郎 フォロロマーノの地層 東京都
銀
賞
姫野　大弥 青い嘶き 新潟県

岩崎　はる子 １５０億光年の旅 東京都 福本　佐紀 窓辺のブルーグラス 神奈川県

小原　恵美子 見つめる目 東京都 北條　知世 静物 長野県

笠原　秋生 スーパーフルムーンの輪 岩手県 保戸塚　仁嘉 ぶどう 東京都

下風　恒子 風見鶏の館 兵庫県 南　和宏 横浜から見たティアマト彗星 石川県

多賀谷　友紀 大きな木の上で 東京都 渡辺　将人 ネズミの年 東京都

長﨑　純子 あっちむいてホィ 東京都

［銅賞］
植村　渉 蔵王の休日 山形県

銅
賞
中根　志都 「夏富士」 東京都

小野　総一 橋の上 千葉県
銅
賞
中山　雅英 大山の風景 兵庫県

粕谷　聰子 生命力 大阪府
銅
賞
根岸　壮一 ２０２０楽書 東京都

片木　浩貴 彼女たち 広島県
銅
賞
春名　正文 『SUNRISE』 岡山県

川上　康子 どこいくの？ 埼玉県 福岡　昌平 魚をみつけた鳥 愛知県

齋藤　ともみ 風に乗る八甲田山の睡蓮沼 千葉県 堀川　裕子 精神統一 東京都

佐藤　祐二 初夏の磐梯 福島県 松本　文 母と子 東京都

篠原　里香 あさがお 東京都 松元　香奈 恵みを与う 鹿児島県

高橋　俊秀 Fascination 北海道 真鍋　佳正 シャンパン星に着陸したクマ 北海道

高橋　昇 いいものみーつけた！ 東京都 水口　玲奈 夜雪 東京都

竹内　章訓 春立つ夜明け 東京都 宮田　幹大 卵の中の僕 東京都

陳　孟嬉 台湾淡水紅毛城 中華民国(台湾) 吉野　厚子 紅葉 東京都

時本　愛 Who like rain 兵庫県
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［奨励賞］

赤平　絹恵 ゆうやけの空 千葉県
奨
励
賞
鈴木　明代

オペラ歌手Francescoの自給自足
の暮らし

東京都

赤嶺　恵里 ３つの新しい玉 USA
奨
励
鈴木　明代 Cristine Knorren オペラ カルメン 東京都

安藤　真佐子 ディスタント　ドラムス 岐阜県
奨
励
鈴木　宏子 地球温暖化に立ちむかう決意 東京都

池田　麻理 ホタルイカのひかり 東京都
奨
励
曽根原　千代美 新月 千葉県

池田　みゆき 誕生 東京都
奨
励
高木　圭子 麗わしき女人 神奈川県

石川　晶子 ひまわり 東京都
奨
励
瀧　陽乙子 シード（生命の糧）とブルームーン 京都府

和泉　照香 黄色の構図 北海道 竹ケ端　道夫 山々の歌 東京都

磯谷　久美子 鬼も内 東京都 田中　聖治 紫陽花繚乱 東京都

伊藤　秀雄 翔べ！セミ 大阪府 俵　朋江 木蓮と梅の花 東京都

伊藤　福枝 「春の日のミー」 神奈川県 常見　直史 地球温暖化よ鎮まりください 東京都

伊藤　福枝 「ハッピーフラワーをあなたへ」 神奈川県 鶴　美保 みいつけた！ 東京都

伊藤　洋子 ネイルしましょ！ 東京都 中村　明彦 岩山 東京都

上田　幸世 地球の子 東京都 鍋島　洋平 思い出の白山登拝 熊本県

大江　久美子 雨上りの黄昏 東京都 西村　直浩 PARALLEL 大阪府

大坂　トミ 夏の山河 北海道 野崎　美保 ダイエットは明日からぁぁぁ～！ 東京都

大野　紀代江 私の好きな急須 東京都 野津　潤弥 大樹 東京都

小野　健二 RE：サイクリング 東京都 半田　脩時 ソーダ水 東京都

柏木　咲哉 ゴンドラの夜 兵庫県 半田　有紀子 お顔を出した大山 東京都

加藤　純一郎
マウスだけに気になるニャ-！～パ
ソコン好きネコのミミ～

東京都 廣砂　光男 隣は違う色 東京都

加藤　純一郎
令和元年に煌めく内宮宇治橋近く
の南天

東京都 福井　浩一 エビ 東京都

金曽　晶子 桃の花と天の川～「恋の詩より」 奈良県 北條　知世 ほっこりあったか 長野県

菊地　健作 月に向う赤い風船 東京都 細谷　幸代 早咲き桜　国会前 京都府

小西　智之 間食 東京都 松本　有貴
気球に乗った女性とかぼちゃを
持ったピエロ

千葉県

坂口　丸美 アンスリウム 東京都 三橋　俊幸 作品１ 東京都

櫻井　美名 ビッグバン 東京都 村田　恵美子 ニャンだこりゃ！？ 東京都

佐藤　敏之 いちじく 東京都 森内　葉子 ウジャトのカノジョ 東京都

静谷　晶子 アオバズク 東京都 森岡　礼 原点海帰 島根県

志村　優美子 今日の晩ごはん何にしようかな？ 東京都 横田　佐智子 Composition 埼玉県

須賀　順子 働き方改革 東京都 四谷　光代 春光 東京都

杉山　恭一
ねえ、いったいなにをみてるのか
な？

東京都 脇山　宏美 Lemonのある風景 東京都

［特別会友］
ゆめの　まこ 再星 埼玉県 グランプリ賞

神田　芳子 雨上りの光とみずの室内 東京都

鈴木　悠子 ドールハウス 東京都

竹中　莎土 辻が花へのオマージュ 東京都

原嶋　京子 花畑 埼玉県

夢殿　栄 愛をこめて花束を 東京都

吉井　雅摩 紅梅白梅 東京都
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