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1 会⽥ さち⼦ ｱｲﾀﾞ ｻﾁｺ カサブランカ 油 F100 東京都 03

2 ⻘⽊ 恵美⼦ ｱｵｷ ｴﾐｺ
巡礼の村 ロカマド
ｳール

油 P60
神奈川
県

03

3 明間 スミ⼦ ｱｹﾏ ｽﾐｺ 坂道 油 P30 新潟県 11
4 浅利 敏彦 ｱｻﾘ ﾄｼﾋｺ ホワイトホール 油 F100 ⼭梨県 05
5 安⿑ 治男 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｵ tomorrow１ 油 F80 東京都 04
6 安部 洋⼦ ｱﾝﾍﾞ ﾖｳｺ 響きⅢ 油 F100 広島県 13
7 飯⽥ ⽂惠 ｲｲﾀﾞ ﾌﾐｴ ドローン ⽔ F80 静岡県 08

8 五⼗嵐 忠彦
ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞﾋ
ｺ

果実のある静物 油 F100 埼⽟県 03

9 池⽥ 篤彦 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 神焔（出雲・稲佐の パ M10 ○ 広島県 09
10 池⽥ 廣 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ ボニンアイランド 油 F120 埼⽟県 02

11 ⽯川 眞理 ｲｼｶﾜ ﾏﾘ
美しき愛と優しさの世
界

油 F100 ⼤阪府 14

12 ⽯原 ⼀⼆
ｲｼﾊﾗ ｶﾂﾞﾂ
ｸﾞ

サボテンと蝶々 油 S100 ○ 東京都 05

13 和泉 毅 ｲｽﾞﾐ ﾀｹｼ 悠久の集落・マテーラ 油 F100
神奈川
県

13

14 伊藤 典⼦ ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 中⼭千枚⽥（⼩⾖島） 油 F100 埼⽟県 03
15 ⽷本 政昭 ｲﾄﾓﾄ ﾏｻｱｷ カスミ桜 油 F120 奈良県 04
16 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 働く⼥ 油 F30 東京都 11
17 岩井 美枝⼦ ｲﾜｲ ﾐｴｺ ＳＣＲＡＰ 油 F100 ○ 岐⾩県 01
18 宇野 三枝⼦ ｳﾉ ﾐｴｺ 群萌（グンモウ）２０ 油 F100 千葉県 14
19 梅⽥ 脩 ｳﾒﾀﾞ ｵｻﾑ さし南天の影 油 F50 茨城県 02
20 ⽣出 隆 ｵｲﾃﾞ ﾀｶｼ ようこそ我が家へ ⽔ 変40 東京都 08
21 ⼤⾓ 陽⼦ ｵｵｶﾄﾞ ﾖｳｺ City Palace 油 F100 岡⼭県 01

22 ⼤島 真⼀ ｵｵｼﾏ ｼﾝｲﾁ 森と海と 油 S80 新潟県 01

23 ⼤友 万利⼦ ｵｵﾄﾓ ﾏﾘｺ ⼤学通り 油 F100 ○ 東京都 06
24 ⼤道 邦夫 ｵｵﾐﾁ ｸﾆｵ イギリス・イリッジ 墨 変60 静岡県 09
25 岡⽥ 純⼦ ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ⻩昏の丘の街 油 F100 広島県 02
26 岡村 ⽂彦 ｵｶﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 棚⽥⼣景 油 F100 新潟県 14
27 岡安 俊夫 ｵｶﾔｽ ﾄｼｵ 早春の南房総 油 F100 千葉県 04
28 荻⽥ 明美 ｵｷﾞﾀ ｱｹﾐ swing 油 F80 滋賀県 04
29 奥⼭ 義雄 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｵ ⼣暮れの港 伊⾖ 油 F80 東京都 06
30 ⼩⿊ 隆彦 ｵｸﾞﾛ ﾀｶﾋｺ 初雪の柿団地（仁箇） 油 P100 新潟県 03
31 ⻑ 豊⼦ ｵｻ ﾄﾖｺ 懐かしのＲａｄｉｏ ⽔ F50 ○ 滋賀県 08
32 ⼩⽥ 久美⼦ ｵﾀﾞ ｸﾐｺ リフレーミングの視点 油 F100 広島県 02

33 ⼩⽥柿 寿郎
ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾄｼﾛ
ｳ

冬の⾥ 油 F100 ○
⽂部科学⼤
⾂賞

滋賀県 13

34 ⼩⽥柿 弘⼦ ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾋﾛｺ 作業場 ⽔ F80 滋賀県 07
35 ⼩野 勝美 ｵﾉ ｶﾂﾐ 残灯 版 6 東京都 09
36 梶房 久⼠ ｶｼﾞﾌｻ ﾋｻｼ 寒⽉の村 油 F50 岡⼭県 04
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37 ⽚⼭ 弘明 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｱｷ ⽩と⿊ 油 P100 ○ 北海道 01
38 勝呂 隆光 ｶﾂﾛ ﾀｶﾐﾂ 丘の城 油 P100 東京都 13
39 加藤 紘⼀ ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 令和元年⼤阪駅 ⽔ F50 ○ 兵庫県 09
40 加藤 紘⼀ ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ ある⽇の⼤阪駅 ⽔ F50 兵庫県 09
41 ⾦澤 倶⼦ ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 街⾓ 油 F80 東京都 14

42 ⾦澤 萬知江 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾁｴ 信州 油 F80
神奈川
県

01

43 釜井 宏⼦ ｶﾏｲ ﾋﾛｺ 冬をのり超えて 油 F50 福岡県 02
44 川﨑 みどり ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ エヌさん ２０２０ ⽔ F50 ○ 滋賀県 07
45 川嶌 照代 ｶﾜｼﾏ ﾃﾙﾖ 帰り道 油 S50 ⼤分県 03
46 川島 鋭政 ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾏｻ 刻（荘川桜） 油 F100 ○ 岐⾩県 01

47 菊池 保裕 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ ⼋卦⼗⼆⽀図 漆 F20
神奈川
県

12

48 ⽊下 幸⼦ ｷﾉｼﾀ ﾕｷｺ 巡る刻（めぐるとき） 油 F100 ○ 島根県 05
49 ⾦ 愛⼦ ｷﾑ ｴｼﾞｬ 春 油 F100 京都府 02

50 京極 声輝 ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ 蛇神鎮魂 ⽔ F120 埼⽟県 08

51 ⾦髙 雅史 ｷﾝﾀｶ ﾏｻｼ Wellcame Ñippon 油
変
120

広島県 03

52 ⼯藤 祐吉 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷﾁ ⽇本海波響 ⽔ P50 ○ ⼭形県 09
53 ⼩池 隆 ｺｲｹ ﾀｶｼ バルコニー１ 油 P100 静岡県 02
54 児島 敏⼦ ｺｼﾞﾏ ﾄｼｺ ある⽇ 油 F30 埼⽟県 14
55 後藤 和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 余寒の⽵林 油 F100 ○ 埼⽟県 03

56 ⼩林 晋⼀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 柳都新潟 鍋茶屋通り 油 F100 ○ 新潟県 13

57 是永 昭宏 ｺﾚﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ
暁−ヒロシマ２０２０
−

油 F150 広島県 05

58 ⻫藤 七郎 ｻｲﾄｳ ｼﾁﾛｳ 夜桜 版
937
×
700

○ 東京都 09

59 ⻫藤 七郎 ｻｲﾄｳ ｼﾁﾛｳ 睡蓮 版
606
×
420

東京都 09

60 斎藤 ⾠悟 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｺﾞ ⽉光桜ー１ ⽔ 変60 茨城県 08
61 佐伯 詠美 ｻｴｷ ｴﾐ ⾵響く森に⽣きる 油 F100 ○ 広島県 02
62 笹原 照枝 ｻｻﾊﾗ ﾃﾙｴ 誇らしげに ⽔ F50 茨城県 09
63 佐藤 弘 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ ⼭村 油 F100 広島県 04

64 佐藤 好⼦ ｻﾄｳ ﾖｼｺ ＺＹＯＵＫＥＩ 油 F50 ○
今井繁三郎
賞

島根県 05

65 澤﨑 豊⼦ ｻﾜｻｷ ﾄﾖｺ 蓮池 油 F80 東京都 03
66 志賀 由紀⼦ ｼｶﾞ ﾕｷｺ シンフォニー第⼆楽章 染 F60 東京都 12
67 ⾊摩 武愛 ｼｶﾏ ﾀｹﾁｶ ⺠謡の師匠 油 F80 ⼭形県 14

68 清⽔ 智⼦ ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｺ
旅の思い出―ウィーン
シュテファン⼤聖堂

油 F50 ⼤阪府 14

69 代⽥ 盛男 ｼﾛﾀ ﾓﾘｵ 広告のある⾵景 油 F100 ○
多々羅義雄
賞

東京都 13
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70 末⽥ ⼀博 ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ⼣暮れる ⽔ P30 ○ 東京都 08

71 杉森 康彦 ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽﾋｺ 葛野⼤路三条交差点 油 F120 ○ 会員奨励賞 京都府 04

72 鈴⽊ 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 茅場晩秋 油 F50 新潟県 14
73 鈴⽊ 陽⼦ ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 想い出 油 F50 東京都 14

74 関島 雄⼀郎
ｾｷｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ
ﾛｳ

⼭湖の光 油 F100 東京都 06

75 芹澤 珠代 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀﾏﾖ 爽⾵の彼⽅に 染 F50
神奈川
県

12

76 宗 ひろ美 ｿｳ ﾋﾛﾐ ⼣照の⼲潟 染 F50 ○ 光陽会賞 福岡県 12
77 曽我 佳⼦ ｿｶﾞ ｹｲｺ スポット ライト 漆 F30 東京都 12
78 髙瀬 菊司 ﾀｶｾ ｷｸｼﾞ 暖冬の華厳 油 F100 千葉県 03
79 髙橋 恒雄 ﾀｶﾊｼ ﾂﾈｵ 錦秋の杜 油 F50 新潟県 14
80 武川 由紀 ﾀｹｶﾜ ﾕｷ 秋の夜⻑ 油 F80 千葉県 03
81 武嶋 朝紀 ﾀｹｼﾏ ﾄﾓﾉﾘ 上海の娘 油 M30 沖縄県 13
82 ⽵花 美智⼦ ﾀｹﾊﾅ ﾐﾁｺ そら Ⅷ 油 F100 ○ 鷲⽥新太賞 東京都 02
83 ⽵花 美智⼦ ﾀｹﾊﾅ ﾐﾁｺ そら Ⅸ 油 F100 東京都 02
84 ⾠⺒ 令⼦ ﾀﾂﾐ ﾚｲｺ 寂光 ⽔ F50 滋賀県 09
85 ⽥中 恵美 ﾀﾅｶ ｴﾐ 秋の⽇ 油 F50 福岡県 02

86 ⾕⼝ 祥之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 太陽とゴリラ 油 F50 京都府 03

87 ⽟村 育弘 ﾀﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ
午後の窓辺（ディヴァ
ン・ジャポネ）

油 F100 ○ 兵庫県 01

88 千葉 彰紀 ﾁﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 渓声 ⽔ M50 東京都 07
89 堂中 紀⼦ ﾄﾞｳﾅｶ ﾉﾘｺ 拒む 油 F80 滋賀県 13
90 ⼟岐 利惠⼦ ﾄｷ ﾘｴｺ 秋の⾕ 油 F100 岐⾩県 03

91
渡久地 美智
⼦

ﾄｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 遠い記憶 油 S100 沖縄県 05

92 徳野 千惠⼦ ﾄｸﾉ ﾁｴｺ 秋・ゆれ 油 F100 京都府 02
93 永井 世治 ﾅｶﾞｲ ｾｲｼﾞ 菩薩・海を渡る ⽔ F80 千葉県 07
94 中塩 寛治 ﾅｶｼｵ ｶﾝｼﾞ 慕情の⾥ 油 F80 広島県 04
95 中島 篤 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ ほらほら海よ 油 F130 埼⽟県 05
96 中島 光枝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂｴ 残照 油 F80 東京都 14
97 ⻑⽥ 茂 ﾅｶﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 岬から 油 F100 ⼭⼝県 14
98 中⾕ 朋⼦ ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｺ 桜の記憶 油 F100 広島県 05

99 ⻄島 勝 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ
ロマネスクのお堂と⽼
⽊

⽔ F15 東京都 09

100 ⻄村 俊彦 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 漁を終えて 油 F100 ○ 会員秀作賞 埼⽟県 01
101 ⻄村 俊彦 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 裏妙義 油 F100 埼⽟県 01
102 ⼆宮 けんじ ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝｼﾞ Ｐｉｎｏｔ Ñｏｉｒ 油 F100 東京都 04
103 野﨑 雪夫 ﾉｻﾞｷ ﾕｷｵ 北の⼩径 油 P150 ○ 千葉県 01
104 ⾺場 史⼦ ﾊﾞﾊﾞ ﾁｶｺ 春を待つ 油 F100 ○ 会員奨励賞 ⻑崎県 05

105 浜野 洋⼀ ﾊﾏﾉ ﾖｳｲﾁ
⾚⻄という名の⻘⻯〜
⾚⻄渓⾕〜

油 F120 ○
審査員特別
賞

⿃取県 06

106 浜本 典⼦ ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 春の兆し 油 S100 広島県 14
107 林家 清⼦ ﾊﾔｼﾔ ｷﾖｺ ラコリーナⅡ 油 F100 ○ 滋賀県 02
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108 坂東 圭⼦ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ
アンニュイな⻩⾊い午
後

油 F100 ○ 千葉県 02

109 東⼭ 泰⻘
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｲｾ
ｲ

神蛇滝 油 F50 埼⽟県 02

110 樋⼝ 万⾥⼦ ﾋｸﾞﾁ ﾏﾘｺ fine ⽔ 変80 埼⽟県 07
111 ⽇⽐ 泰 ﾋﾋﾞ ﾔｽｼ 島の船留 油 P120 ○ 東京都 03
112 廣瀬 茂⼈ ﾋﾛｾ ｼｹﾞﾋﾄ 観光⽴国ＪＡＰＡＮ ア F100 東京都 08
113 福間 祐未 ﾌｸﾏ ﾕﾐ はじめてのルージュ 油 F30 ⿃取県 11
114 福間 祐未 ﾌｸﾏ ﾕﾐ 悲しみの⼈ 油 F30 ○ ⿃取県 11
115 布施 毬江 ﾌｾ ﾏﾘｴ 舞（カンボジア） 染

110
×80

○
神奈川
県

12

116 本⾏ 陽⼦ ﾎﾝｷﾞｮｳ ﾖｳｺ ⼼旅−光へ− 油 S100 ○ 広島県 05

117 政岡 セツオ ﾏｻｵｶ ｾﾂｵ 塔の話 油
M10
0

○
東京都知事
賞

広島県 01

118 正國 享⼦ ﾏｻｸﾆ ｷｮｳｺ 追憶のヴェネチア 油 F80 島根県 03
119 松浦 悦⼦ ﾏﾂｳﾗ ｴﾂｺ Ｍの断⽚ 油 F100 ○ 会員奨励賞 島根県 05

120 松崎 利春 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 受胎告知 油 F120 ○ 会員奨励賞 新潟県 03

121 光⽊ 桂⼆ ﾐﾂｷﾞ ｹｲｼﾞ ⾃画像 油 P80 ○ ⿃取県 01
122 箕部 ⽇出⼦ ﾐﾉﾍﾞ ﾋﾃﾞｺ 猫と地蔵さん 油 F50 滋賀県 14
123 宮本 祐壯 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｿｳ 芸備 緑⾵ 油 F100 ○ 広島県 13
124 向⽥ 秀美 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 灰⾊の世界の先に ⽔ P40 東京都 09
125 森 泉 ﾓﾘ ｲｽﾞﾐ ⼀隅 油 F80 ○ 岐⾩県 01
126 森⽥ 直正 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾏｻ 神歌 油 F100 ⼤阪府 03
127 ⼋⽊ 洋⼦ ﾔｷﾞ ﾖｳｺ 彩海Ⅰ 油 F130 ○ 会員秀作賞 沖縄県 05
128 ⼋⽊ 洋⼦ ﾔｷﾞ ﾖｳｺ 彩海Ⅱ 油 F120 沖縄県 05

129 野洲 みち⼦ ﾔｽ ﾐﾁｺ
なつかしき町並みと静
流

⽔ F50 滋賀県 07

130 ⼭内 晃 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾗ 春待つ⽴⼭・⿊部連峰 油 P150 ○ 東京都 02

131 ⼭上 陽太郎
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾖｳﾀﾛ
ｳ

残雪 油 F100 兵庫県 04

132 ⼭⽥ 悦⼦ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾂｺ ひととき パ P20 神奈川
県

09

133 ⼭⽥ 穂積 ﾔﾏﾀﾞ ﾎｽﾞﾐ 梅⾬晴間 油 F100 ○ 会員奨励賞 広島県 14
134 ⼭本 鈴⼦ ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｺ ⽣まれてきて 油 Ｓ ○ 滋賀県 03
135 横⼭ 敏彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 旭光にせせらぐ最上川 油 F100 ⼭形県 13
136 吉⽥ 美年⼦ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾈｺ 私は７５０歳 鉛 F80 ○ 東京都 08
137 吉名 萬記 ﾖｼﾅ ﾏｷ 苑 油 P50 広島県 11

138 渡辺 敏⼦ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｺ 彩花 ア F100 ○
⽵村喜美⼦
賞

広島県 05

139 渡邉 衛夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘｵ
晩秋のラクウショー
（沼杉）散策

油 F80 東京都 03

140 渡部 紘⼦ ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｺ 響き 油 F100 埼⽟県 03


