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【絵画の部】

［グランプリ賞］

半田　有紀子 成長 東京都

［特賞］
厚川　和馬 ゴルフする人 東京都 時本　愛 Like that like this series #1 兵庫県

大西　房子 鞠華 東京都 長江　倫常子 父の古いカメラ 愛知県

粕谷　聰子 運命を受け入れ 大阪府 仲田　稔梨 かたつむり 東京都

清兼　孝生 動き始める 北海道 根岸　壮一 巻き マキ 東京都

小泉　加代 カラフルな小物 東京都 橋爪　瑠璃子 求める 東京都

向後　真弥 里山の実り 千葉県 細谷　幸代 善福寺公園　蓮子の華 京都府

篠原　梨花 パイナップル 東京都 三橋　俊幸 作品2021.1.15 東京都

鈴木　絵 フクロウの子 東京都 森岡　礼 ミーコ 島根県

多賀谷　友紀 ああ、ケーキビュッフェ 東京都 横田　佐智子 カラフル世界に迷いこんだキリン 埼玉県

弥素山　倭鳳 硬軟自在の祖父は明治の人 東京都

［金賞］
荒井　剛 白菜とにんじん 東京都 下風　恒子 扇の舞 兵庫県

伊藤　美穂 パンを食べる子供 東京都 髙田　奈実 寒椿 東京都

榎阪　昭則
タイムワープしているときに次の世界の
入り口を見つけました。 大阪府 高原　美里 My collection 富山県

柏木　咲哉 青の祝祭 兵庫県 多田羅　浩 パッション 東京都

川上　康子 密 埼玉県 中山　雅英 大山の冬景色 兵庫県

菊地　健作 混沌領域から抜ける赤い風船 東京都 前田　彩花 頭の中はいつもぐちゃぐちゃ 東京都

坂本　真佐夫 寄りかかり猫 福岡県 吉野　厚子 静物 東京都

佐藤　真由美 Fuyuの花 宮城県

［銀賞］
柏木　咲哉 Hallelujah! 兵庫県 竹内　章訓 レインボーブリッジの聖夜 東京都

片山　進 天の亀竹 静岡県 竹ヶ端　道夫 ニジミデル 東京都

小岩井　常代 ロットネス島 長野県 弥素山　倭鳳 おひつじ座うまれの男がおひつじを描いた 東京都

斉藤　友和 甘い生活 埼玉県 中村　明彦 老杜の景色 東京都

新海　妙美 鳴門で見た北斗七星 東京都 中村　久美子 雪柳 東京都

須美　鈴代 膝の上のロミオ 北海道 藤野　嘉人 白銀を行くネコ 東京都

曽根　由香里 オーブの妖精 高知県 森岡　礼 MOTHER〈桜月〉 島根県

髙岸　由香 時計の誘惑 東京都

［銅賞］
石村　光繪 疫病 東京都 野村　峰子 水の呼吸・火の呼吸 神奈川県

和泉　照香 公園の文字たち 北海道 福井　浩一 At the time of counterattack 東京都

岩崎　健太郎 カッパドキア 東京都 本間　琢典 時計を愛し、時計に愛される人生 東京都

遠藤　雄大 鏡越しに見た落款 宮城県 松田　利國 四人の赤ちゃん 大阪府

大野　紀代江 アイヌの夜明　長 東京都 松田　利國 若き日のゴッホ 大阪府

齋藤　ともみ 水辺の村の夢 千葉県 松本　有貴 アメジストの指輪をつけてシャンパンを飲む女性 千葉県

櫻井　美名　　 世界中から「愛」が集う花畑 東京都 松本　佳江 春の舞 千葉県

志儀　優子 RUN-LAN-LEARN♪ 埼玉県 水落　英雄 ふたりの時間 東京都

高木　圭子 朝もやの大正池 神奈川県 森内　葉子 猪突猛進 北海道

田山　英治 ちから強さ 神奈川県 森内　遼 勇猛 東京都

俵　朋江 山吹 東京都 山田　仁美 アレンジ・花 東京都

角田　美砂 除菌 東京都 吉野　厚子 散歩道 東京都

長島　啓子 救世観音 神奈川県
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［奨励賞］
浅見　紀代子 チューリップの変異種 愛知県 鈴木　智子 アンドロメダ～ハート～ハッピィ♡ 埼玉県

石上　羽奈子 イチゴの季節 東京都 髙月　紀子 牛 東京都

和泉　照香 儀式ー祈り 北海道 高橋　貞範 ネコ 東京都

磯谷　久美子 梅ヶ枝龍神と稚児菩薩 東京都 多田羅　浩 バラがいっぱい 東京都

井手窪　玉美 何かにいやされている魚くん 東京都 立石　敏子 アートな牛 兵庫県

伊藤　福枝 バラと猫 神奈川県 田中　陽子 胡蝶蘭の足跡 大阪府

伊藤　里恵 午前4時、漂流しながら、KIMETSUの夢をみる 東京都 長﨑　純子 希望 東京都

岩舘　淑恵 Tulip 東京都 中村　大任 馬子にも衣装 東京都

上田　洋子 鯉 大阪府 二宮　佳代 雪 神奈川県

植村　渉 東沢バラ園の想い出 山形県 根橋　香奈 横川峡の秋 長野県

江田　栞 ゴリラと手紙と鉛筆ちゃん 埼玉県 野崎　美保 見てるだけですけど 東京都

大竹　祐子 水鏡に写る夜桜 東京都 濱本　幸江 渓谷の紅葉 東京都

大橋　美来 臨済と白隠 愛知県 姫野　大弥 雄の黄金に見つかった雌の黄金 新潟県

小野　総一 路地 千葉県 平岡　育子 Dance dance dance 東京都

川上　和寿 スーパーみかんムーン 東京都 福本　佐紀 陽だまりのチェッカーベリー 神奈川県

川上　康子 なりたい自分 埼玉県 藤枝　洋子 おしゃれなセーターを着ている土偶ちゃん 東京都

川口　功 様々な心 東京都 藤田　木綿子 白い森のいのち（白くま親子） 北海道

齋藤　知子 僕の家にようこそ 静岡県 前橋　恵美 ヒーロー獅子舞参上 東京都

坂口　丸美 紫のアレンジメント 東京都 松本　太樹 ぼくの好きなフランス 東京都

坂本　英介 鬼滅に挑む大統領 東京都 松本　伸基 あいみょん 東京都

坂本　元秀 目に浮かぶ石鎚山 愛媛県 南　和宏 熊野にて。 石川県

佐藤　辰徳 帰りたい本音が顔に出ちゃった飲み会のサラリーマン 福岡県 峰松　圭子 平安の女 東京都

佐藤　祐二 冬の磐梯 福島県 宮澤　滉 善福寺公園の鯉 青森県

佐藤　幸子 桜舞う頃（僕の名前は”タン”だよ） 東京都 宮澤　涼太 自画像 青森県

佐藤　優麻子 ジャングルな女 東京都 宮田　幹大 アメリカンドックもコロナ対策 東京都

柴田　まち子 なに作ろうかなあ～♫ 北海道 向井　康治 滝をのぼる火の魚 東京都

柴田　まち子 綺麗にしましょ～♫ 北海道 森　成代 行け。突破せよ。 東京都

島﨑　さと美 虹の中で 東京都 矢野　雅晴 オウムガイ 神奈川県

白石　桂 春はあけぼの 東京都 吉塚　周平 柿 東京都

鈴木　明代 動物達のクリスマス会 東京都 和田　紀子 大好きな場所 東京都

［特別会友］
神田　芳子 西荻の街 東京都 特別賞

鈴木　悠子 宙に立つ 東京都

竹中　莎土 脳内散策 東京都

原嶋　京子 蕾 埼玉県

夢殿　栄 3-113-1138,PON！ 東京都

吉井　雅摩 合宿の想い出 東京都
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