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1 赤野間 鏡子 ｱｶﾉﾏ ｷｮｳｺ 地中海の夏 油 P15 東京都 10
2 鮎川 美知子 ｱﾕｶﾜ ﾐﾁｺ 初夏の華やぎ 水 変50 滋賀県 03
3 新井 かつよ ｱﾗｲ ｶﾂﾖ 夏の終わり秋の始まり 油 F100 会友 東京都 12
4 和泉 莉奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 春が来た 水 F50 大阪府 03
5 磯貝 幸子 ｲｿｶﾞｲ ｻﾁｺ 羽衣（はごろも） 油 F60 埼玉県 06
6 岩田 あや子 ｲﾜﾀ ｱﾔｺ 宿場の酒屋 水 F50 滋賀県 03
7 碓井 静子 ｳｽｲ ｼｽﾞｺ 軒下 水 F50 ○ 会友 滋賀県 03
8 江沢 加代子 ｴｻﾞﾜ ｶﾖｺ 聖堂 油 F60 埼玉県 01
9 榎木 輝明 ｴﾉｷ ﾃﾙｱｷ 霧島川より高千穂の峰 水 F20 東京都 04
10 大塚 照子 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｺ 人形のある静物 油 F50 岐阜県 08
11 岡田 喜三郎 ｵｶﾀﾞ ｷｻﾌﾞﾛｳ エルサレム・ベテスダの池 油 F100 東京都 12
12 小野住 輝惠 ｵﾉｽﾞﾐ ﾃﾙｴ 静物 Ⅰ パ F15 東京都 04
13 小畑 せい子 ｵﾊﾞﾀ ｾｲｺ ある日 油 F100 ○ 東京都 07
14 勝田 由紀子 ｶﾂﾀ ﾕｷｺ 早春 油 P50 滋賀県 02
15 桂 雄二 ｶﾂﾗ ﾕｳｼﾞ ヤマグルマの詞 水 F40 神奈川県 03
16 鹿岡 加代子 ｶﾉｵｶ ｶﾖｺ 朝の大正池 水 変40 埼玉県 03
17 河合 千惠子 ｶﾜｲ ﾁｴｺ 雫の紡ぎ 水 変50 滋賀県 03
18 北岡 雍子 ｷﾀｵｶ ﾖｳｺ 淋しそうな公衆電話 水 F20 東京都 04
19 木谷 晃夫 ｷﾀﾆ ﾃﾙｵ 錨 油 F100 会友 大阪府 08
20 木津 富美枝 ｷﾂﾞ ﾄﾐｴ 終焉日 水 F50 埼玉県 03
21 鬼頭　純平 ｷﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Beautiful World 水 変120 ○ 広島県 03
22 鬼頭 初恵 ｷﾄｳ ﾊﾂｴ 風に誘われて 油 F15 埼玉県 10
23 木村 陽次 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞ ポプラ 油 F100 会友 大阪府 05
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24 京極 声輝 ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ 九尾狐・雷神 水 F50 会友 埼玉県 03
25 京極 声輝 ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ 人形浄瑠璃（狂気幻想） 水 F60 ○ 会友 埼玉県 03
26 清見 由紀子 ｷﾖﾐ ﾕｷｺ 神奈川百景　横浜中華街 油 F30 会友 東京都 10
27 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ 仕掛けを作る、川漁師 油 F50 東京都 12
28 黒井 靖 ｸﾛｲ ﾔｽｼ ラフティング 水 F30 会友 東京都 03
29 古浦 紀枝 ｺｳﾗ ﾕｷｴ バイヨン 油 F30 ○ 会友 島根県 10
30 小林 力 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶﾗ 横浜港 水 F20 東京都 04
31 近藤 昇 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ 青いペンダント 油 F100 ○ 会友 京都府 13
32 佐藤 和夫 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 壺のある風景 水 F10 東京都 04
33 繁村 敬子 ｼｹﾞﾑﾗ ﾀｶｺ 寂光 油 F50 会友 広島県 06
34 島村 喜作 ｼﾏﾑﾗ ｷｻｸ 時 版 変8 ○ 会友 東京都 10
35 島村 喜作 ｼﾏﾑﾗ ｷｻｸ まとまらない思考 版 変8 会友 東京都 10
36 菅江 玲子 ｽｶﾞｴ ﾚｲｺ ストリート 水 F50 会友 広島県 03
37 菅原 瑠璃子 ｽｶﾞﾊﾗ ﾙﾘｺ 農家 油 F50 京都府 02
38 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 冬のロマン 水 F50 ○ 会友 山形県 03
39 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 御霊神社の秋 油 F30 神奈川県 08
40 髙木 邦平 ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾍｲ テノーナマシン 油 F100 会友 岐阜県 01
41 髙橋 清 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 担う 水 F50 会友 千葉県 03
42 髙橋 秀子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ 左手のピアニスト 油 F15 東京都 10
43 田島 久子 ﾀｼﾞﾏ ﾋｻｺ 忘れられた場所 水 F50 ○ 滋賀県 03
44 田中舘 隆雄 ﾀﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶｵ 三陸の風Ⅵ 「消された記憶」 油 F60 会友 岩手県 08
45 棚橋 信夫 ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 執金剛神 油 F50 会友 岐阜県 01
46 谷 幸子 ﾀﾆ ﾕｷｺ ひかりのたわむれ 水 変25 会友 滋賀県 04
47 近松 寿弥 ﾁｶﾏﾂ ﾄｼﾔ セイジャク　Ⅱ 油 F50 新潟県 13
48 築谷 士郎 ﾂｸﾀﾆ ｼﾛｳ 廃船 油 F100 鳥取県 08
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49 土屋 祥二 ﾂﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 南禅寺（水路閣） 水 F20 大阪府 04
50 坪井 保男 ﾂﾎﾞｲ ﾔｽｵ すべては無からNO.３ 水 変60 静岡県 03
51 寺澤 晋吾 ﾃﾗｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ NACHI　（＃３） 油 M100 東京都 12
52 戸塚 利二 ﾄﾂｶ ﾄｼｶｽﾞ 筑波山 油 F30 埼玉県 10
53 中沢 能子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｺ よろこび　A パ F30 ○ 東京都 04
54 中沢 能子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｺ よろこび　B パ M20 東京都 04
55 中野 隆彰 ﾅｶﾉ ﾀｶｱｷ フィレンツェの思い出 油 F40 愛知県 12
56 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 睡蓮（２） 油 F20 会友 東京都 10
57 流田　潤二 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 月下の夢 油 P50 広島県 13
58 西川　秀子 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 商い中 水 変50 ○ 滋賀県 03
59 西村 周子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ 八幡堀の晩秋 水 変50 滋賀県 03
60 野村 誠 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 春の風 油 F50 埼玉県 02
61 萩原 悦子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴﾂｺ たっちできた 油 F20 東京都 10
62 萩原 道子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁｺ 村上の鮭トバ 油 F15 東京都 10
63 橋本 三枝子 ﾊｼﾓﾄ ﾐｴｺ KOTOMI 水 F30 会友 東京都 04
64 服部 和夫 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ 老舗 油 F30 滋賀県 13
65 花野 均 ﾊﾅﾉ ﾋﾄｼ 鳥の巣―Ⅳ 水 P20 ○ 会友 広島県 04
66 濵浦 敦子 ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｺ 甘藍 水 変50 会友 滋賀県 03
67 濵浦 敦子 ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｺ Ⅰ　know　　who　Ⅰ　am 水 変50 ○ 会友 滋賀県 03
68 比嘉 美津子 ﾋｶﾞ ﾐﾂｺ 達沢不動滝 油 F50 東京都 13
69 東 キヨ子 ﾋｶﾞｼ ｷﾖｺ 皇帝ダリア 水 F20 埼玉県 04
70 人見 威 ﾋﾄﾐ ﾀｹｼ 春景 油 F50 東京都 02
71 平井 淑子 ﾋﾗｲ ﾖｼｺ 生命 水 F50 会友 神奈川県 03
72 札本 倫子 ﾌﾀﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ あたし「なごみ」でーす 水 変50 滋賀県 03
73 船山 智枝 ﾌﾅﾔﾏ ﾁｴ 陸にあがれば、彼を狙う彼らも 油 F50 ○ 会友 東京都 05
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74 古武 栄子 ﾌﾙﾀｹ ｴｲｺ
30年振りに帰ってみると（in
チェルノブイリ）

油 F60 埼玉県 06

75 古屋 トシ子 ﾌﾙﾔ ﾄｼｺ ギターを弾く 油 F50 会友 神奈川県 13
76 ホック しげみ ﾎｯｸ ｼｹﾞﾐ ベンガルの朝 油 F120 会友 埼玉県 07
77 升谷 光里 ﾏｽﾀﾆ ﾋｶﾘ 祭響 油 F50 大阪府 06
78 松田 和子 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｺ 初夏 油 F30 会友 千葉県 10
79 松田 次雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾂｷﾞｵ 雨をまつ 水 変50 ○ 会友 滋賀県 03
80 間宮 伊都子 ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ 屋久島大樹 水 変50 ○ 滋賀県 03
81 宮﨑 治夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｵ 在りし日のベトナム王朝への追想 油 F80 埼玉県 06
82 山鹿 和英 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 朝が来る河 油 F30 会友 千葉県 10
83 山形 範子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾉﾘｺ ばあちゃんおそいニャー 水 F50 滋賀県 03
84 山田 和江 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ たそがれの吉林省 油 F50 会友 沖縄県 07
85 山田 友理子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ 長谷と、ともに 染 F30 東京都 11
86 湯浅 一子 ﾕｱｻ ｲﾁｺ 茅葺き屋根のある風景 水 変50 会友 滋賀県 03
87 吉井 詔子 ﾖｼｲ ｼｮｳｺ 何処へ 油 F50 東京都 01
88 吉岡 さつき ﾖｼｵｶ ｻﾂｷ Ｃ．Ｃ．Ｐ～世のために～ 油 変60 島根県 05
89 吉田 陽一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 厳寒の伊吹 油 F60 会友 愛知県 02
90 若海　明 ﾜｶｳﾐ ｱｷﾗ 真冬の犬吠埼 油 F30 埼玉県 10


