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【絵画の部】

［グランプリ賞］

宮田　幹大 名鉄バス2007 東京都

［特賞］
大野　紀代江 青い花 東京都 德島　千子 鳳凰 兵庫県

川津　百世 滝登り～龍になりたい鯉 東京都 仲田　稔梨 黄金のヒマワリ 東京都

黒澤　知子 グリーンアンバーの向こう側 神奈川県 西村　咲奈 正月 愛知県

斉藤　友和 黄葉を見に行こうよぅ！ 埼玉県 北條　知世 希望の橋 長野県

島﨑　さと美 いのちのおと 東京都 松本　有貴 HOT HATS 千葉県

清水　久義 緑陰に翔ぶ 京都府 真鍋　佳正 雪見だいふく3000個 北海道

下風　恒子 磐梯山 兵庫県 森内　葉子
ダンスを踊りたくて大黒さんを探しているエ
ビスさん

東京都

武田　晶子 "Who is he?" 東京都 森岡　礼 佇む 島根県

多田羅　浩 BLUE 東京都 矢野　元晴 また来たい街（スペイン・サンセバスチャン） 神奈川県

角田　美砂 布絵留斗　LOVE 東京都 横田　佐智子 Ryujin was born 埼玉県

［金賞］
赤平　絹恵 大漁だぁい 千葉県 鈴木　智子 もっと　もっと　目がクリン♡ 埼玉県

岩崎　健太郎 シャスタの思い出 東京都 中條　理枝 西荻窪の夕まぐれ 東京都

大西　房子 環凛華 東京都 ひめの　ダイヤ 窓を開けたら吃驚した 新潟県

小野　総一 のどかな洋館 千葉県 本田　るみ コンニチウパ☆ 東京都

柏木　咲哉 遠い夕暮れ～コロッケの匂い 兵庫県 山田　仁美 バカンス 東京都

狩野　英里子 秋 愛知県 吉野　厚子 ライラック 東京都

後藤　晋 ひまわり 東京都 吉村　真彩 無・時間・内存在１ 埼玉県

志儀　優子 GOLDEN 埼玉県

［銀賞］
岩崎　はる子 をさめつくりかためなせ。 東京都 俵　朋江 りんごゴロゴロ 東京都

黒澤　知子 ソファーに寝転んで 神奈川県 鉄村　勇人 ハッピーバード 東京都

斉藤　友和 ウミタマ 埼玉県 仲田　稔梨 トラ猫と桜ふぶき 東京都

清水　久義 朝霧 京都府 中山　雅英 バラです 兵庫県

鈴木　絵 鳴門のアマビエ様 東京都 野坂　真理 森のかくれんぼ 香川県

鈴木　八十二 秘境・ポツンと温泉駅 神奈川県 松本　有貴 HAPPY BIRTHDAY VENUS！ 千葉県

曽根　由香里 ボタニカル　in　サンライズ 高知県 山岸　成歌 蝶の見た森 埼玉県

竹ヶ端　道夫 ！！！ 東京都

［銅賞］
アント・においのき 神よ毛をくれ 東京都 鈴木　美智子 翡翠と森 神奈川県

伊藤　秀雄
ストロベリーパフェが食べたいのを我慢して
いる達磨大師

大阪府 鈴木　八十二 積雪まぢか 神奈川県

伊藤　美穂 恋人をまつ女 東京都 高木　圭子 気高き富士の山 神奈川県

伊藤　洋子 スニーカー気分！ 東京都 多田羅　浩 フラワーズ 東京都

稲元　みどり 芽吹く春（桜） 鹿児島県 田中　美都希 祝福 神奈川県

小野　夕菜
１０キャラのネックレスをつけて満足げな和
美人

東京都 田山　英治 お魚ミッケ！ 神奈川県

小原　恵美子 ぽかぽか日和 東京都 徳田　有宏 音のある風景 東京都

鎌内　美帆 もうすこしでなにかわかりそうなのに！！ 東京都 長江　倫常子 エッセンス 愛知県

鎌田　英朗 ブルーサングラス 東京都 中野　源 斜めから観てもこっちを観ている黒猫 東京都

小西　智之 昇る雲 東京都 森内　遼 朱夏 東京都

齋藤　ともみ 行ってみたいな、ヴェネツィア！！ 千葉県 森岡　礼 アオノリュウゼツラン 島根県

佐藤　祐二 磐梯に夏がきた 福島県

白鳥　あい子 ゆりかご 東京都
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［奨励賞］
東　潔 般若 東京都 佐藤　幸子 マリーゴールドと青春 東京都

池田　麻理 可愛いがいっぱい 東京都 佐藤　優麻子 ハートアンドアート 東京都

磯谷　久美子 蒲公英 東京都 高木　圭子 月見草の咲く丘 神奈川県

稲元　みどり 太古の春 鹿児島県 高嶋　俊行 祝福 東京都

井上　泰宏 今日はいい日 東京都 竹内　章訓 午睡の森 東京都

榎阪　昭則 海ボタルに導かれて進む若者 大阪府 田山　英治 静と動 神奈川県

榎阪　昭則 外宇宙に飛びたつ黄金ナス 大阪府 時本　愛 With the light 兵庫県

江田　栞 衣裳展にようこそ！ 埼玉県 内藤　知彦 凄し！ 東京都

榎本　太 うなぎ、いただきます！ 東京都 長島　啓子 天下無双　2022’ 神奈川県

蝦名　一幸 お迎え 東京都 中根　志都 春の渚 東京都

蝦名　貴子 初夢 東京都 根岸　和弘 風の中の葉ッパ 東京都

大川　洋輝 向日葵 東京都 根橋　香奈 平出遺跡 長野県

大寺　貴志 雪降る中で太陽に照らされた梅とシマエナガ 愛知県 根橋　香奈 ポインセチア 長野県

大野　紀代江 この土の主 東京都 野村　峰子 くもの巣 神奈川県

笠原　秋生 ガラス越しの夜景 岩手県 半田　有紀子 高潔 東京都

柏木　咲哉 闘う霊亀 兵庫県 ひめの　ダイヤ ゆかいなまあるい仲間たち 新潟県

粕谷　聰子 自然は、いつも平常心 大阪府 前田　彩花 1/365日 東京都

加藤　純一郎 龍雲がかる秋の岩手山 東京都 松井　恭 おかえり 東京都

加藤　純一郎 踊って踊って♪なんとかナルト！ 東京都 松本　伸基 今年もあいみょんを描いてみました 東京都

金子　栄子 鳴門の海岸に鯛が来た 新潟県 南　和宏 やったるわい！ 石川県

川上　康子 ねぎらい 埼玉県 宮田　幹大 りんかい線 東京都

神田　敏宏 ナイルのうねりと刻のうたかたの中で 埼玉県 宮脇　健二 Jupiter 兵庫県

菊地　健作 どこまでも高く飛ぶ赤い風船 東京都 森　成代 私たちのチームは皆いいヤツです 東京都

北岡　愛唯 色彩 東京都 弥素山　倭鳳 インテリアコーディネーター 東京都

清兼　孝生 古代の祈り 北海道 矢野　雅晴 蘇る古代竜 神奈川県

久多見　亨 僕のお坊さん 東京都 山上　雄司 Minagiru A-Chyō! 東京都

小泉　加代 「石コウと静物」 東京都 山田　佳秀
ソーダ味が夢を運んできて、わくわくするレ
モン味

愛知県

小岩井　常代 ハス 長野県 横田　佐智子 たゆとう美女 埼玉県

小柳　雅彦 新種発見「ハートポイントバタフライ」 東京都 吉野　厚子 冬景色 東京都

齋藤　知子 幸せな笑顔 静岡県 吉村　真彩 行為の蓄積３ 埼玉県

［特別会友］
吉井　和夏子 Strawberry moon 東京都 特別賞　　　

神田　芳子 夜明け 東京都

鈴木　悠子 とりとめのない話 東京都

竹中　莎土 過去から未来へ 東京都

原嶋　京子 からすうりの花 埼玉県

夢殿　栄
転生したら創造主になったので、なでなです
るものを作ってみました。

東京都
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