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1 青木 恵美子 ｱｵｷ ｴﾐｺ 運河の街 油 F50 会員 神奈川県 08
2 浅居 浩 ｱｻｲ ﾋﾛｼ Ｔ字路の藏 油 F100 滋賀県 02
3 新井 かつよ ｱﾗｲ ｶﾂﾖ 生きる 油 F100 東京都 06
4 安齊 治男 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｵ tomorrow 油 P100 ○ 会友奨励賞 会員 東京都 05
5 飯村 英雄 ｲｲﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 独居農家 油 P50 茨城県 12
6 五十嵐 忠彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞﾋｺ 桃と葡萄のある静物 油 Ｐ100 ○ 会員 埼玉県 01
7 池田 清一 ｲｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ 美奈 油 F60 ○ 鳥取県 06
8 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 探求 油 F20 会員 東京都 10
9 上村 豊子 ｳｴﾑﾗ ﾄﾖｺ ノスタルジア 水 P60 ○ 滋賀県 03
10 碓井 静子 ｳｽｲ ｼｽﾞｺ 追想 水 F50 滋賀県 03
11 生出 隆 ｵｲﾃﾞ ﾀｶｼ 御神渡り 水 F20 会員 東京都 03
12 大塚 君子 ｵｵﾂｶ ｷﾐｺ 出を待つ資材 水 F50 ○ 会友奨励賞 会員 埼玉県 03
13 小笠原 るり子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾙﾘｺ ミリーへ 油 F80 ○ 会友秀作賞 広島県 02
14 荻田 明美 ｵｷﾞﾀ ｱｹﾐ 作る人 油 F80 会員 滋賀県 02
15 荻原 昌代 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖ 新緑 油 F20 東京都 10
16 金澤 萬知江 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾁｴ 尾瀬 油 F80 ○ 会員 神奈川県 08
17 釜井 宏子 ｶﾏｲ ﾋﾛｺ 宇佐神宮春景色 油 F50 会員 福岡県 02
18 上松瀬 有美子 ｶﾝﾏﾂｾ ﾕﾐｺ 赤いドレス 油 F30 千葉県 10
19 木谷 晃夫 ｷﾀﾆ ﾃﾙｵ 衝突船 油 F100 大阪府 06
20 北浜 清流 ｷﾀﾊﾏ ｾｲﾘｭｳ 風土記の丘にて 油 F50 東京都 02
21 木下 幸子 ｷﾉｼﾀ ﾕｷｺ 巡る刻 油 F100 ○ 会友奨励賞 会員 島根県 05
22 木村 陽次 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 薔薇 油 F100 大阪府 12
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23 京極 声輝 ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ 娘狐舞う 水 F100 会員 埼玉県 03
24 京極 声輝 ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ 巨大なガマガエル 水 F100 ○ 会友秀作賞 会員 埼玉県 03

25 清見 由紀子 ｷﾖﾐ ﾕｷｺ
神奈川百景　平間寺八角
五重塔

油 F30 東京都 10

26 古浦 紀枝 ｺｳﾗ ﾕｷｴ バイヨン 油 P60 島根県 07

27 小竹 秀征 ｺﾀｹ ﾋﾃﾞﾕｷ
遊水地の贈物（心の平
安）

油 M50 茨城県 02

28 小玉 泰光 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾐﾂ 緑風に遊ぶ（Ｂ） 油 P100 埼玉県 12
29 近藤 昇 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ ひとときの読書 油 F100 ○ 京都府 01
30 近藤 文恵 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｴ タチアオイ 油 F50 広島県 06
31 佐藤 芳子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 落陽・一筋の道しるべ… 漆 F40 千葉県 11
32 繁村 敬子 ｼｹﾞﾑﾗ ﾀｶｺ 水の響き 油 P50 広島県 13
33 島村 喜作 ｼﾏﾑﾗ ｷｻｸ 「お帰りなさい」の声 版 変12 ○ 東京都 03
34 島村 喜作 ｼﾏﾑﾗ ｷｻｸ 空 版 変12 東京都 03
35 島村 勝 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾙ 通天橋（隠岐） 油 F100 島根県 12
36 杉田 考浩 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ Wedding 油 P50 ○ 千葉県 06
37 杉山 茂 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 鞆港のもやいぶね 油 F80 広島県 07
38 鈴木 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 晩秋 油 F50 会員 新潟県 01
39 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 雪解けの音色 水 P50 ○ 会員 山形県 03
40 髙木 邦平 ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾍｲ 鍛冶職人 油 F80 ○ 岐阜県 12
41 高瀬 政五郎 ﾀｶｾ ﾏｻｺﾞﾛｳ 秋彩 水 F50 東京都 03
42 髙橋 清 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 竹　林 水 F50 ○ 千葉県 03
43 高松 典雄 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾁｵ ターバン姿の若い女性 油 P20 東京都 10
44 辰巳 令子 ﾀﾂﾐ ﾚｲｺ 刻 水 F50 会員 滋賀県 03
45 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 作業する整備士 油 F50 新潟県 07
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46 棚橋 信夫 ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 蔵王権現 油 F50 ○ 岐阜県 07
47 谷 幸子 ﾀﾆ ﾕｷｺ 金剛力士像（善永寺） 水 変50 滋賀県 03
48 地﨑 陽一 ﾁｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ 青春の切符Ⅲ 油 F100 富山県 07
49 対馬 一 ﾂｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 逆刀（ギャクトウ） 油 F30 千葉県 10
50 堂中 紀子 ﾄﾞｳﾅｶ ﾉﾘｺ 苦 油 F80 ○ 会友奨励賞 会員 滋賀県 06

51 永井 世治 ﾅｶﾞｲ ｾｲｼﾞ
帝釈天（タイシャクテ
ン）

水 F50 ○ 会員 千葉県 03

52 永井 世治 ﾅｶﾞｲ ｾｲｼﾞ 梵天（ボンテン） 水 F50 会員 千葉県 03
53 中原 有三 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ 大谷採掘洞の祈り 油 F80 東京都 12
54 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 街角 油 F15 東京都 12
55 西島 勝 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ 虚の街・マテーラ 水 F30 ○ 会員 東京都 03
56 濵浦 敦子 ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｺ 湛える 鉛 変50 ○ 会友奨励賞 滋賀県 03
57 平井 淑子 ﾋﾗｲ ﾖｼｺ ワイン列車に乗って 油 M50 神奈川県 06
58 北條 知美 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓﾐ 夢 油 F80 会員 埼玉県 13
59 保坂 勝彦 ﾎｻｶ ｶﾂﾋｺ 野川の春 油 F50 東京都 01
60 堀 祐之 ﾎﾘ ﾕｳｼ 南禅寺水路閣 油 M80 神奈川県 13
61 正國 享子 ﾏｻｸﾆ ｷｮｳｺ 追憶のヴェネツィア 油 F80 ○ 会友奨励賞 会員 島根県 07
62 水島 美登利 ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 収穫 油 F20 東京都 10
63 向田 秀美 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 生彩のささやき 水 P40 会員 東京都 03

64 向田 秀美 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 余情の風 水
1454
×606

○ 会員 東京都 03

65 村上 陽子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ
生まれ変わって又笑顔を
乗せたい

水 変50 ○ 滋賀県 03

66 村上 陽子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ 湖北の漁村 水 変50 滋賀県 03
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67 森岡 真由美 ﾓﾘｵｶ ﾏﾕﾐ
Ｒｈａｐｓｏｄｙ　ｉｎ
ｒｅｄ

油 F100 会員 東京都 05

68 野洲 昭夫 ﾔｽ ｱｷｵ 晩秋 油 F50 滋賀県 07
69 野洲 みち子 ﾔｽ ﾐﾁｺ 川辺の家並み 水 F50 ○ 会員 滋賀県 03

70 山鹿 和英 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
セニョリータ（夏のフラ
メンコ）

油 F50 千葉県 08

71 山田 和江 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ 張家界の春 油 F80 沖縄県 02
72 山田 博子 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ プレイヤーⅢ 水 F50 滋賀県 03
73 湯浅 一子 ﾕｱｻ ｲﾁｺ 茅葺きの家 水 変50 ○ 滋賀県 03
74 横山 敏彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 夕影雲の波 油 F80 会員 山形県 08
75 吉田 安今巳 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 年輪 水 変50 ○ 滋賀県 03
76 吉田 陽一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 厳冬の伊吹 油 F80 ○ 愛知県 12
77 吉名 萬記 ﾖｼﾅ ﾏｷ 宵待 油 F50 会員 広島県 07
78 渡辺 宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ 房総の低名山 油 F80 千葉県 06

79 渡邉 衛夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘｵ
岳下村春耕（ダゲシタム
ラシュンコウ）

油 F100 会員 東京都 13


