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1 青木 恵美子 ｱｵｷ ｴﾐｺ アルザスの水辺 油 F50 神奈川県 02
2 浅居 浩 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 長い藏 油 P100 ○ 滋賀県 01
3 天 紫生 ｱﾏﾉ ｼｷ 禅 油 F50 長野県 05
4 安齊 治男 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｵ ニライのザンショウ 油 P100 東京都 08
5 安藤 紀子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 蔵王の夏 油 F20 東京都 10
6 飯村 英雄 ｲｲﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 同窓の友 油 F50 茨城県 12
7 五十嵐 忠彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞﾋｺ 躍動の谷・氷河源泉　Ｐ．Ⅱ 油 Ⅿ100 埼玉県 07
8 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 四万十川を想う 油 S50 東京都 07
9 上村 豊子 ｳｴﾑﾗ ﾄﾖｺ 惜春・山里にて 水 F50 ○ 滋賀県 03
10 内村 洋子 ｳﾁﾑﾗ ﾖｳｺ 夕日の櫻島とたたずむ女 油 M30 鹿児島県 10
11 生出 隆 ｵｲﾃﾞ ﾀｶｼ 釈尊寺　早春 水 変40 東京都 04
12 大塚 君子 ｵｵﾂｶ ｷﾐｺ 野ざらし 水 F30 埼玉県 04
13 大友 万利子 ｵｵﾄﾓ ﾏﾘｺ 白鳥の城 油 F100 会員 東京都 07
14 小笠原 るり子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾙﾘｺ つなぐ 油 S50 広島県 05
15 荻田 明美 ｵｷﾞﾀ ｱｹﾐ ｉ・ｔｏ・ｓｈｉ 油 F50 滋賀県 13
16 荻原 昌代 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖ ムシロ瀬海岸（徳之島） 油 F20 東京都 10
17 小澤 忠明 ｵｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｱｷ 熊阪 水 F60 ○ 会員 栃木県 03
18 金澤 萬知江 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾁｴ 乗鞍 油 F80 神奈川県 06
19 釡井 宏子 ｶﾏｲ ﾋﾛｺ 命をふきこむ 油 F50 福岡県 07
20 川﨑 みどり ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 余白のじかん 水 F50 会員 滋賀県 03
21 上松瀬 有美子 ｶﾝﾏﾂｾ ﾕﾐｺ 白い帽子 油 F30 千葉県 10
22 貴田 貞子 ｷﾀﾞ ｻﾀﾞｺ 静物　２０１６ 油 M50 ○ 会員 大阪府 01
23 北川 暁子 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷｺ 内奥の 油 P100 滋賀県 01
24 北野 善立 ｷﾀﾉ ｾﾞﾝﾘｭｳ 牧場の一隅 油 F50 千葉県 06
25 北浜 清流 ｷﾀﾊﾏ ｾｲﾘｭｳ 技ありっ！ 油 F50 東京都 12
26 木下 幸子 ｷﾉｼﾀ ﾕｷｺ 巡る刻 油 F100 ○ 島根県 05
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27 金髙 雅史 ｷﾝﾀｶ ﾏｻｼ 富士山 油 F100 会員 広島県 13
28 小竹 秀征 ｺﾀｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 古の大原・石段の奥へ 油 P80 茨城県 12
29 小玉 泰光 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾐﾂ 跨線橋への坂道 油 F100 会員 埼玉県 06
30 後藤 和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 収穫を終えて 油 P100 ○ 会員 埼玉県 02
31 小林 節子 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾂｺ トルソーのある静物Ⅱ 油 F100 東京都 01
32 近藤 文恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｴ カンナ 油 F50 広島県 08
33 斉藤 七郎 ｻｲﾄｳ ｼﾁﾛｳ 紅葉池の羊草 版 78×60 ○ 会員 東京都 04
34 佐々木 寛美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 水しぶきでびしょ濡れだよ＠唐沢滝 水 F30 東京都 04
35 佐藤 芳子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 思い出・２０１３年冬 漆 P40 千葉県 11
36 澤﨑 豊子 ｻﾜｻｷ ﾄﾖｺ 睡蓮 油 F50 会員 東京都 02
37 塩原 功 ｼｵﾊﾞﾗ ｲｻｵ 紅葉（三郷公園） 油 F100 埼玉県 07
38 島村 勝 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾙ 春の小川 油 F100 島根県 13
39 代田 盛男 ｼﾛﾀ ﾓﾘｵ 広告と女性 油 F100 ○ 会員 東京都 06
40 末田 一博 ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 新しい朝 水 F50 ○ 会員 東京都 03
41 杉田 考浩 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 亀岩の洞窟 油 F50 千葉県 07
42 杉山 茂 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 鞆のまち 油 F80 ○ 広島県 07
43 鈴木 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 豊穣・大地休眠 油 F50 新潟県 06
44 髙瀬 菊司 ﾀｶｾ ｷｸｼﾞ 落人の護り・西岳 油 F100 会員 千葉県 01
45 高瀬 政五郎 ﾀｶｾ ﾏｻｺﾞﾛｳ 甲斐の山 水 F50 東京都 03
46 高松 典雄 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾁｵ 雪の降る街 油 F20 東京都 10
47 辰巳 令子 ﾀﾂﾐ ﾚｲｺ 光の記憶 水 F50 ○ 滋賀県 03
48 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 作業する整備士 油 F50 新潟県 12
49 田村 泰將 ﾀﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 重機　群像 油 F100 千葉県 02
50 地﨑 陽一 ﾁｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ 青春の切符 油 F100 富山県 08
51 千葉 彰紀 ﾁﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 愁思（しゅうし） 水 変40 ○ 会員 東京都 04
52 千葉 彰紀 ﾁﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 波濤（はとう） 水 変20 会員 東京都 04
53 対馬 一 ﾂｼﾏ ﾊｼﾞﾒ セーターの女 油 F30 千葉県 10
54 堂中 紀子 ﾄﾞｳﾅｶ ﾉﾘｺ 無い 油 F80 ○ 滋賀県 13
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55 内藤 朗子 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｺ 頬杖をつく女 油 F20 千葉県 10
56 永井 世治 ﾅｶﾞｲ ｾｲｼﾞ 菩薩（ぼさつ） 水 F50 ○ 千葉県 03
57 中原 有三 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ 仏ヶ浦の如来首岩 油 F80 東京都 12
58 西島 勝 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ Johdo　　白水阿弥陀堂 水 F30 東京都 04
59 西村 俊彦 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 朝の稲取港 油 F100 ○ 会員 埼玉県 02
60 坂東 圭子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 何してるの？ 油 F100 ○ 会員 千葉県 08
61 平尾 博美 ﾋﾗｵ ﾋﾛﾖｼ 刻 ～とき～ 油 S100 ○ 会員 兵庫県 02
62 藤野 美恵子 ﾌｼﾞﾉ ﾐｴｺ 想い 水 F50 滋賀県 03
63 保坂 勝彦 ﾎｻｶ ｶﾂﾋｺ 龍王狭秋景 油 F50 東京都 01
64 堀 祐之 ﾎﾘ ﾕｳｼ ビジネス街の昼 油 Ⅿ80 ○ 神奈川県 12
65 本行 陽子 ﾎﾝｷﾞｮｳ ﾖｳｺ 心旅（ココロタビ） 油 S100 会員 広島県 05
66 正國 享子 ﾏｻｸﾆ ｷｮｳｺ ヴェネチア 油 F80 島根県 08
67 三浦 祥子 ﾐｳﾗ ｼｮｳｺ 明けの群像（連作） 水 F20 東京都 04
68 三浦 祥子 ﾐｳﾗ ｼｮｳｺ 宵の群像（連作） 水 F20 東京都 04
69 水島 美登利 ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 下りの景色 油 F50 東京都 08
70 向田 秀美 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 緑陰に想う 水 P40 東京都 04
71 村上 陽子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ ふる里の冬に備える牧草ロール 水 変50 滋賀県 03
72 森岡 真由美 ﾓﾘｵｶ ﾏﾕﾐ 陽光 油 F100 東京都 05
73 野洲 昭夫 ﾔｽ ｱｷｵ つぐむ 油 F50 滋賀県 06
74 野洲 みち子 ﾔｽ ﾐﾁｺ 風の通る水萌 水 F50 ○ 滋賀県 03
75 山田 博子 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ プレイヤーⅡ 水 F50 ○ 滋賀県 03
76 山田 穂積 ﾔﾏﾀﾞ ﾎｽﾞﾐ 春淡し 油 F50 ○ 会員 広島県 01
77 山本 鈴子 ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｺ 白い刻 油 F100 ○ 会員 滋賀県 01
78 横山 敏彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 花下逍遥 油 F100 山形県 07
79 吉田 安今巳 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ さざなみ（舟屋） 水 F50 ○ 滋賀県 03
80 渡辺 宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ ブロッコリーの森 油 F80 千葉県 08
81 渡邉 衛夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘｵ 待春 油 F80 東京都 13


