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1 ⾚野間 鏡⼦ ｱｶﾉﾏ ｷｮｳｺ ⼩さな広場 油 F20 東京都 11

2 ⾜⽴ 典⼦ ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ 奏（かなで） 他 変25 ○
新⼈秀
作賞

東京都 11

3 ⾜⽴ 典⼦ ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ 狛⽝ 他 変20 東京都 11
4 池⽥ 正晋 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 布の中の静物 ⽔ F10 東京都 09
5 ⽯川 結貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ ノイズ 油 F20 東京都 11
6 ⽯川 由紀⼦ ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 遠い昔、床屋 ⽔ 変50 滋賀県 07
7 和泉 莉奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 海の世界 ⽔ F50 ○ ⼤阪府 07
8 今井 澪⼦ ｲﾏｲ ﾚｲｺ 岩影の清流 ⽔ P20 会友 東京都 08

9 今井 澪⼦ ｲﾏｲ ﾚｲｺ 滝 ⽔ F30 ○
新⼈奨
励賞

会友 東京都 08

10 今林 光江
ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾐﾂ
ｴ

⼭蕗を採る⼈ 油 F50 千葉県 04

11 今若 央⼦ ｲﾏﾜｶ ﾖｳｺ 待春 ⽔ F30 滋賀県 09
12 岩崎 葵 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ stub out 版 変6 兵庫県 11
13 岩崎 葵 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ backyard 版 変6 兵庫県 11
14 ⼤塚 照⼦ ｵｵﾂｶ ﾃﾙｺ shaman 油 F50 会友 岐⾩県 01

15 岡⽥ 喜三郎
ｵｶﾀﾞ ｷｻﾌﾞ
ﾛｳ

紅葉 油 F100 東京都 04

16 恩⽥ 吉久 ｵﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 聖地への路 油 F100 ○
新⼈奨
励賞

会友 島根県 03

17 加隈 幸恵 ｶｸﾏ ﾕｷｴ ⼣⽇に染まる ⽔ 変50 ○
新⼈奨
励賞

滋賀県 07

18 嘉本 洋⼦ ｶﾓﾄ ﾖｳｺ 渚で・・・ 油 F30 島根県 11
19 河合 千惠⼦ ｶﾜｲ ﾁｴｺ 凛樹 ⽔ 変50 会友 滋賀県 07
20 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ 奥⼊瀬の渓流「春」 油 F20 ○ 会友 東京都 11
21 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ 奥⼊瀬の清流「夏」 油 F20 会友 東京都 11
22 ⼩池 和穂 ｺｲｹ ｶｽﾞﾎ hot ⽇ F25 東京都 11
23 坂栄 和⼦ ｻｶｴ ｶｽﾞｺ ⼤好きなカクテル ⽔ 50 ○ 滋賀県 08
24 佐⽻尾 幸宣 ｻﾊﾞｵ ﾕｷﾉﾘ だめ‼あげない 他 F30 愛知県 11
25 嶋根 英三郎 ｼﾏﾈ ﾋﾃﾞｻ スリガオの昼下がり 油 F30 埼⽟県 11

26 清⽔ 敏守 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ 流 ⽇ F100 ○
新⼈秀
作賞

東京都 06

27 清⽔ 敏守 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ 滝 ⽇ P100 東京都 06
28 菅原 瑠璃⼦ ｽｶﾞﾊﾗ ﾙﾘｺ ⽔辺の雪 油 P80 京都府 14

29 鈴⽊ 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ
夏の⽇（焼岳を望
む）

油 F30 会友
神奈川
県

11

30 髙橋 秀⼦ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ 巨匠 油 F20 会友 東京都 11
31 ⽴野 久美⼦ ﾀﾃﾉ ｸﾐｺ 初めてのＶサイン 油 F50 埼⽟県 06
32 築⾕ ⼠郎 ﾂｸﾀﾆ ｼﾛｳ 新緑の⼤⼭南壁 油 F100 会友 ⿃取県 02
33 ⼟屋 祥⼆ ﾂﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 蔵物語（⿓野） ⽔ F20 ⼤阪府 09

34 内藤 ロケヲ ﾅｲﾄｳ ﾛｹｦ ⿃兜 ⽔ F60 ○
新⼈奨
励賞

広島県 07
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35 ⻄川 秀⼦ ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ ⾥の秋 ⽔ 変50 ○ 滋賀県 07
36 ⻄村 周⼦ ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ 百済寺の⼤わらじ ⽔ 変50 滋賀県 07
37 ⻄⼭ 正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 河⼝ ⽔ P50 千葉県 08

38 野﨑 かおる ﾉｻﾞｷ ｶｵﾙ 縄⽂杉 ⽔ F50 ○
新⼈奨
励賞

滋賀県 08

39 萩原 悦⼦ ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾂｺ 菩薩（部分）盛唐 油 15 会友 東京都 11
40 服部 和夫 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ ⾳瀬の彩 油 F50 滋賀県 13
41 林 和⼦ ﾊﾔｼ ｶｽﾞｺ ⼟⼿の⽊蓮 ⽔ F20 ○ 滋賀県 09
42 東 キヨ⼦ ﾋｶﾞｼ ｷﾖｺ 森のさ百合の群舞 ⽔ F20 会友 埼⽟県 08
43 久⽊ ひろ美 ﾋｻｷ ﾋﾛﾐ 廃船 ⽔ F50 滋賀県 08
44 藤本 加代⼦ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾖｺ めざめ ⽔ F10 広島県 09
45 古川 富美⼦ ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｺ 古⺠家の秋 ⽔ 50 ○ 滋賀県 07
46 升⾕ 光⾥ ﾏｽﾀﾆ ﾋｶﾘ 闘⿂Ⅱ 油 F50 ⼤阪府 02
47 間宮 伊都⼦ ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ 湖北⼤樹 ⽔ 変50 ○ 滋賀県 07

48 三島 茂 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ ⽶⼦駅前バスターミ
ナル

油 F60 ⿃取県 03

49 森岡 武司 ﾓﾘｵｶ ﾀｹｼ ⾬後の渡⽉橋 油 F50 ○ 滋賀県 02

50 諸星 栄⼦ ﾓﾛﾎｼ ｴｲｺ ⾚い仲間たち ⽔ F20
神奈川
県

09

51 モンド 五⼗ ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗ 湖⿃ 油 F100 福島県 01
52 ⼭井 喜久江 ﾔﾏｲ ｷｸｴ 花蓮 ⽔ 変50 ○ 滋賀県 07
53 ⼭⼝ 紗瑛 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 意識 油 F50 熊本県 06

54 ⼭本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ
陶器店−店頭（イタ
リア−ラヴェッロ）

油 F20 兵庫県 11

55 ⼭本 光⼦ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 夏の宴 ⽔ 変50 ○ 滋賀県 07
56 和⽥ 千鶴⼦ ﾜﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 春をまつ 油 F30 島根県 11


