
【絵画の部】

［グランプリ賞］ 山岸　成歌 埼玉県

［特賞］

大橋　広子 豆太の夜 石川県 竹内　章訓 手の鳴る方へ 東京都

越智　綾美 燈 大阪府 多田羅　浩 ツボにはまっている花々 東京都

狩野　英里子 桜の咲く頃 愛知県 仲田　稔梨 白い大輪の華 東京都

川津　百世 一本杉の雪化粧 東京都 西井戸　知子 母の思い出語り～人生、泣いたり笑ったり 静岡県

齊藤　友和 心に描く春景色 埼玉県 藤丸　勝志 秋の雑木林 岩手県

島﨑　さと美 oto 東京都 北條　知世 バイアダクト 長野県

清水　久義 長寿800 京都府 松原　拓朗 私服とつけ尾ヒレの放課後金魚 東京都

下風　恒子 百合と地湧金蓮花 兵庫県 松本　有貴 LADY DIANA'S HOLIDAY 千葉県

鈴木　絵 ロキ 東京都 森岡　礼 明星 島根県

瀧　陽乙子 Mosaic Chiles 京都府 和田　有理子 平和の祈り 大阪府

［金賞］

植村　渉 冬のブナ林 山形県 鈴木　美智子 野兎と葛の花葉 神奈川県

江島　依吹 紙を捩って渦潮になると 新潟県 鉄村　勇人 うごめく花 東京都

大橋　美来 呂不韋 愛知県 徳島　千子 龍神誕生 兵庫県

小野　夕菜 まだあどけない天使の青年 東京都 濱本　幸江 パンダのせなか 東京都

小岩井　常代 プラタナスだよ～ 長野県 真鍋　佳正 片想いのCheese　rabbit 北海道

向後　真弥 椿一輪。永遠にあれ 千葉県 宮澤　滉 踊る雪リス 千葉県

佐藤　祐二 磐梯に秋到来 福島県 矢野　雅晴 リンディスファーン城 神奈川県

鈴木　智子 栗んケーキと虹カステラが食べたい♡ 埼玉県

［銀賞］

榎阪　昭則 地上に降りた最後のかぼちゃ 大阪府 高井　真由子 真夏の花火 東京都

大西　房子 Blue buddha 東京都 武田　晶子 Relux 東京都

笠原　秋生 青と赤のクレマチス 岩手県 角田　美砂 密2023 東京都

金子　栄子 母校の二宮金次郎 新潟県 中川　あかね 惑星のパレード 茨城県

黒澤　知子 今、行きます 神奈川県 長島　啓子 高砂や、この浦舟に帆を上げて 神奈川県

齊藤　友和 MOTHER　70 埼玉県 仲田　稔梨 日本でアボカドが実る！ 東京都

佐藤　祐二 磐梯の樹々 福島県 松本　有貴 MEDUSA-ANTOINETTE AT DISCO 千葉県

佐藤　優麻子 Girl's power 東京都

［銅賞］

飯山　加奈子 大地の恵み 北海道 須賀　順子 福がきた！ 東京都

岩崎　はる子 華 東京都 田中　美都希 三貴子 神奈川県

江島　依吹 大凧になって空に舞いタイ 新潟県 根橋　香奈 赤そばの花の咲く頃 長野県

大竹　祐子 小さな輝き 東京都 根本　紀美子 ちゅん　ちゅ　ちゅん 千葉県

大平　瑠美 お花の国のアリス 埼玉県 根本　紀美子 いろいろいろ大好き 千葉県

小川　美優 たのんだよ 神奈川県 松本　佳江 小鳥はお花が大好き 千葉県

小野　総一 鴨川シーワールド 千葉県 宮田　幹大 大崎駅のりんかい線 東京都

加藤　純一郎 僕サギ、私ウサギ、サギちゃん同士ね💛💛 東京都 村上　光彦 電車の母娘 兵庫県

川上　康子 自画像 埼玉県 山口　典子 OMOI 兵庫県

黒澤　知子 音楽に誘われて 神奈川県 吉野　厚子 秋 東京都

柴田　まち子 「神無月　江別に白鳥飛来‼」 北海道 吉野　厚子 チューリップ 東京都

清水　久義 飛翔 京都府 四谷　光代 ワン！ツー！ジャーンプ！！ 東京都

志村　優美子 キリン猫ファミリー 東京都
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［奨励賞］

厚川　和馬 しなやかな身体 東京都 棚橋　優 今年は大きな実がなったよ 東京都

池田　麻理 晩秋に 東京都 俵　朋江 チューリップのブーケだっていいじゃない 東京都

磯谷　久美子 あけぼの 東京都 寺門　麻希 みつけた！ 東京都

井手窪　玉美 統合 東京都 時本　愛 十 十 一 十 兵庫県

伊藤　弘幸 シチリアの風景 東京都 德田　有宏 太陽はツメなやつ 東京都

伊藤　福枝 バラの花に魅せられて 神奈川県 直井　明子 犬が橋を解釈正し川を渡る犬 神奈川県

今代　修子 ENJOY,PRINCESS（召し上れ） 東京都 中井　宏美 ひな鳥たちの大合唱 岐阜県

魚住　美羽 ペンギンは氷が大好き 東京都 中山　雅英 薔薇 兵庫県

大国　優子 鮮やかな世界 U.S.A 西村　直浩 煌く夜に 大阪府

小川　美優 アーケード街にて 神奈川県 野坂　真里 味知 香川県

利田　昌也 天狗さん 東京都 野村　峰子 お花見天国 神奈川県

覚田　葵 眠るフラガール 東京都 原　有紀名 太古より見守る土偶神 愛知県

加藤　純一郎 漢字に感じて竜も集まりHappy new year ! 東京都 ひめの　ダイヤ 吹雪の夕闇に追いかけられた幼い頃の記憶 新潟県

小滝　由幸 兎 愛知県 前田　彩花 福袋をGETしに急ぐ龍のお腹と初日の出 東京都

小柳　雅彦 「ガンバレ地球！」～宇宙から応援してます‼～ 東京都 升田　白蓮 普賢菩薩 埼玉県

坂本　英介 竹 東京都 松田　有弘 造（未来へ） 東京都

笹　節子 午後は晴天 東京都 松村　祐樹 春の旧庁舎２ 神奈川県

佐藤　辰徳 白鷲になりきる赤トンボ 福岡県 松本　佳江 幸せを運ぶ孔雀 千葉県

佐藤　真由美 Happy Cream Soda! 宮城県 丸山　由希子 キタマクラちゃん 神奈川県

白石　桂 セローム 東京都 宮﨑　匡利 Da Da 東京都

白鳥　あい子 グングニルの槍 東京都 宮田　幹大 春のモリエール 東京都

新海　妙美 猫は液体!? 東京都 森内　葉子 私の筋トレメニュー 東京都

鈴木　八十二 ポツンと農家 神奈川県 森内　遼 月光 東京都

鈴木　八十二 太陽の母子像 神奈川県 山上　雄司 「青春時代の真ん中」にいる幕末の志士 東京都

須見　鈴代 在りし日の母の面影 北海道 山口　正浩 花 東京都

関谷　佐和子 ハッピーバースデー 東京都 山田　仁美 小春日和 東京都

曽根　由香里 カフェ「Yukari」 高知県 横田　佐智子 東京湾の初日の出 埼玉県

髙久　澄恵 夢の中で 東京都 横田　佐智子 たすけるぞ　アポロン・アルテミス 埼玉県

高嶋　俊行 POST CARD 東京都 吉田　浩明 HAPPY　クヌム神！！ 東京都

多田羅　浩 咲・咲 東京都 和田　有理子 生命 大阪府

［特別会友］
原嶋　京子 Zebra 埼玉県 特別賞　　　

夢殿　栄 dot universe 東京都

竹中　莎土 お出かけ？ 東京都

吉井　和夏子 鈴の音 東京都

鈴木　悠子 GARDEN 東京都
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