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53 木村　茂 盆踊り 油彩画

1 青木　智成 里山の春（保木） 水彩画 55 木村　葉子 残雪の日光連山 油彩画

4 赤塚　泰生 これから 油彩画 56 國平　健三 踊り終えて 油彩画

5 秋山　由佳 初夏 日本画 ◎ 57 窪田　英明 「参道」箱根神社 水彩画

7 安喰　真理子 風景 油彩画 58 窪田　守弘 ジュゴンと人魚ワールド 水彩画 ◎

8 天野　景昭 バーベキュー パステル画 61 黒原　進 みなも 油彩画

9 有村　克彦 狙われた兵器廠 組み木絵 64 郡　芳子 静物 水彩画

10 飯島　万里江 近所のパン屋さん 日本画 65 小菅　真理子 喝采の余韻 油彩画

11 石川　良教 雪の湖畔 水彩画 66 小玉　芙美子 室内のひと 油彩画

12 石田　次雄 雨の夜の駅前広場　（都筑ふれあいの丘） アクリル画 67 小林　育子 真冬の光と影 水彩画

14 伊地知　治江 祈り（光徳寺大仏） 油彩画 68 小堀　秋 寺家ふるさと村 日本画 ◎

15 市川　順一 静寂の山里（木曽路・大妻籠） 水彩画 71 小山　邦保 散歩道 水彩画

18 伊藤　隆夫 朝焼けのタリン 水彩画 72 近藤　一彦 卓上の花 水彩画

19 岩瀬　正次 冬枯れの八王子つどいの森公園 水彩画 73 斉藤　勝 春の雪 水彩画

20 植野　芳徳 鹿島ノ森へと 水彩画 74 斉藤　美佐子 カサブランカ 油彩画

21 植村　本 梅香る呑湖閣（大徳寺芳春院） 水彩画 75 坂本　匡 夏の湖畔 水彩画

22 卯尾　芙佐子 追憶 パステル画 76 坂本　勝 名残の桜～美しが丘山内公園～ 水彩画

23 氏原　順子 嫁ぐ 日本画 77 佐々木　京子 白い華 油彩画

24 内山　繁雄 去在来 色鉛筆画 78 佐藤　廣重 武蔵野の面影 水彩画

25 内山　映美 パレット 油彩画 79 佐野　俊代 桜 ひそか 油彩画

26 内山　雄次 ここから何処へ 水彩画 ◎ 80 澤村　恭子 森のかくれんぼ ペーパークイリン

27 内海　正子 クリスマスローズ パステル画 82 篠塚　喜代江 無題 日本画

29 梅田　道子 陽春 水彩画 83 島本　純子 ライムライト 水彩画

30 梅津　浩平 想 油彩画 84 清水　真里子 チョークアート　ゆめいろいっぱい チョークアート

31 大川　ヒデ子 ソラリゼーション 油彩画 86 清水　裕二郎 tunnel 油彩画

32 大宮　温恵 新緑の中で アクリル画 87 志村　厚子 春を待つ 水彩画

33 大山　敬子 波へ　オアフ島にて 水彩画 88 城後　和子 大好き 水彩画

34 岡安　なおみ めぐる想い 日本画 89 杉野　博也 白いドレスの女 アクリル画

35 小粥　和子 小さい秋見つけた（富士山麓・御殿場） 版画 94 杉本　惇 旧懐 色鉛筆画

37 小川　知子 今日も晴れ！ 水彩画 96 助川　昌子 収穫まっさかり 水彩画

38 奥川　正治 空に向かう鯉の群れ 水彩画 ◎ 97 諏訪　志げる 神々の語らい 油彩画

39 小田　道子 ヴァイオリンと観葉植物 油彩画 98 瀬島　文子 秋をあつめて 水彩画

41 小野　昱郎 遺跡・来光 アクリル画 ◎ 99 芹澤　浩子 ろ過 パステル画

42 加藤　純子 ゲッセマネの園での祈り 水彩画 100 園田　満男 風にあそぶ アクリル画

44 神谷　和幸 衝動の世界 クレヨン 101 髙野　美智子 緑陰 油彩画

45 亀井　裕子 感謝 日本画 102 髙松　稔 白樺の新緑を訪ねて アクリル画

46 川口　朝子 秋 水彩画 103 竹内　良一 街灯のある風景 日本画

47 川野　きよ子 Beyond アートグルー 106 竹田　克哉 交錯 油彩画

48 川村　厚 ある壁の詩 油彩画 ◎ 107 田島　康宏 レンガとガラスがラプソディー 日本画 ◎

49 菊池　子 起きてよー アクリル画 108 田中　逸子 ゆりかもめ 油彩画

50 菊池　眞一郎 港の守護神（消防艇よこはま） 油彩画 109 田中　なお実 空亡 油彩画

51 北沢　頼家 樹肌が映える並木 油彩画 110 田中　なお実 空亡 油彩画 ◎

52 北村　有紀 はるなつあきふゆ 油彩画 111 田中　なお実 空亡 油彩画
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182 山口　武志 ＩＲＯＨＡＺＡＫＡ アクリル画

112 田沼　タマ子 凛として 水彩画 184 山口　義人 雪の札幌 水彩画 ◎

114 知久　諭 倉敷の裏通り 色鉛筆画 185 山崎　啓冶 南瓜 油彩画

115 永井　幸子 ひまわり デッサン 186 山下　憲吾 くつろぎの部屋 油彩画

118 中川　文樹 路地の佇まい 水彩画 187 山田　章祐子 午睡 アクリル画 ◎

120 中島　礼子 May 水彩画 189 山田　由美子 富士に心を見る アクリル画

121 那珂田　佳瑛 First Impression 2/18 スチロール 190 山本　修三 天空の歩行者天国マチュピチュ 色鉛筆画

122 長原　光男 さかな 油彩画 ◎ 192 湯原　理紗 Cell 日本画 ◎

125 永原　豊 虹の橋へ パステル画 193 横山　桂子 青いビードロのカタツムリ 油彩画

126 西山　裕美子 眠り 油彩画 194 若林　千恵子 未来へ 油彩画

127 野田　勝 西伊豆松崎港の夕景色 水彩画 195 和田　淳子 郷愁 パステル画

131 野村　憲一 熊野古道 水彩画 196 渡辺　仁 Stormy ｓｋｙ 水彩画

132 野村　洋子 静物1 油彩画 199 相原　陽輝 エスパー猫すみれ、火星へ パステル画 ★

135 畠山　美智子 春 油彩画 200 青井　ゆりな アオハル 水彩画 ★

136 波多野　弘 ペリーロードの石畳 油彩画 201 井上　舞 造花 アクリル画 ★

138 葉山　節子 犬と男 油彩画 202 内田　優花 何度目かの始まりの日 アクリル画 ★

140 原田　智子 凛として 水彩画 203 梅田　知 sweet dreams アクリル画 ★

141 福田　忠夫 躍動　清水港（Ｓ・パルス） 版画 204 浦田　應介 地球の涙 アクリル画 ★

144 藤井　貞子 早春の里 油彩画 205 大砂古　愛沙実 星の降る森 水彩画 ★

147 藤井　三生 神使（白狐） 色鉛筆画 206 小野　楓織 夏の思い出 水彩画 ★

148 古田　光 Tropical Smile 油彩画 207 柿沼　優奈 急転直下 水彩画 ★

149 古屋　勝彦 河の流れる街 パステル画 208 加藤　春菜 水彩画 水彩画 ★

150 堀籠　久美子 サラ・7才の夏 水彩画 209 金森　有咲 Fruitsjuice 油彩画 ★

151 松井　猛 美人林の秋 油彩画 210 黒﨑　菜帆 そら アクリル画 ★

154 松尾　敏子 落羽松と気根 油彩画 211 小林　聖奈 あいさつ 水彩画 ★

157 松村　まゆみ 着物を着てる女性 油彩画 212 小林　大智 一時の静寂 アクリル画 ★

159 間宮　寛江 ぜんちゃん 油彩画 213 小林　若佳奈 つまみ アクリル画 ★

160 丸田　章二 初夏の清流 水彩画 214 柴田　花凜 氷面鏡 油彩画 ◎ ★

161 水野　俊子 蘭舞 岩彩画 215 杉田　結衣 想 水彩画 ★

163 道端　りつ子 マルコポーロ 水彩画 216 武田　悠 竜虎 ポスターカラー ★

165 光木　薫 カリカリ 油彩画 217 田中　歩 私の妹 アクリル画 ★

166 三原　ゆう子 ワインとチーズ物語（砂漠編） パステル画 218 谷川　晃音 日本の活力 ペン画 ◎ ★

167 宮　ゆか里 ポーチ 日本画 219 中林　日菜子 ははねこねんねこ 油彩画 ★

168 宮永　瑠里子 みあげれば 油彩画 220 西川　真由 空に憧れる アクリル画 ★

169 美和　慎一 秋の日差しの中で 水彩画 221 畑　麻里亜 見上げる 油彩画 ★

170 村木　律子 木漏れ日 日本画 222 福嶌　梨紗 船と青 アクリル画 ★

171 村松　啓子 着物美人 油彩画 223 増本　美加 茶箪笥のある生活 アクリル画 ★

173 元木　義弘 まるいもの 水彩画 224 松岡　里奈 Chococo 平面構成 ★

174 森　さつき よろこび 油彩画 225 松田　汐那 反照 油彩画 ★

175 森　洋子 チェスキー  クルムロフ アクリル画 226 村中　晴音 生への執着 アクリル画 ◎ ★

176 守安　眞由美 花菖蒲溢れる 水彩画 227 森　蒼人 Octopus at the heart アクリル画 ★

178 八木　利明 ある日のこと　五重の塔 水彩画 228 山城　菜々子 ガラス アクリル画 ★

179 柳　博 湿原の目覚め 鉛筆画 229 横川　拓洋 stance E30 アクリル画 ★

181 薮野　宣子 私の四人の宝物 油彩画      ◎：入賞作品　★：高校生作品 2


