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 3会員 54

ｱｻﾘ ﾄｼﾋｺ浅利 敏彦 座標 F100 1 1油 山梨県
ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙｵ安齊 治男 旅路 F100 1 1油 東京都
ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋｺ池田 篤彦 令和・浦島龍宮伝説 M変100 1 1パ 広島県
ｲｼｶﾜ ﾏﾘ石川 眞理 ムスカリの開花 F100 1 1油 大阪府
ｵｵｶﾄﾞ ﾖｳｺ大角 陽子 ラクシュマナ　・　夕 F100 1 1油 岡山県
ｵｸﾔﾏ ﾖｼｵ奥山 義雄 奥多摩　渓谷 F100 1 1油 東京都
ｵｻ ﾄﾖｺ長 豊子 風蝕 F50 1 1水 滋賀県
ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾄｼﾛｳ小田柿 寿郎 冬の街（城下町彦根） F100 1 1油 滋賀県
ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾋﾛｺ小田柿 弘子 作業場 F80 1 1水 滋賀県
ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｱｷ片山 弘明 道 P100 1 1油 北海道
ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ川﨑 みどり 雲のうえ F50 1 1水 滋賀県
ｶﾜｼﾏ ﾃﾙﾖ川嶌 照代 遊牧の少女 F100 1 1油 大分県
ｷﾉｼﾀ ﾕｷｺ木下 幸子 巡る刻 F80 1 1油 島根県
ｷﾑ ｴｼﾞｬ金 愛子 閑日 F100 1 1油 京都府
ｷｮｳｺﾞｸ ｾｲｷ京極 声輝 鉢巻悪尉、暗黒兜にて参上 F50 1 1水 埼玉県
ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ後藤 和徳 妙義秋の三頭 F100 1 1油 埼玉県
ｺﾚﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ是永 昭宏 生命の波 P150 1 1水 広島県
ｻｲﾄｳ ﾀﾂｺﾞ斎藤 辰悟 月光桜ーⅠ S30 1 1水 茨城県
ｻｴｷ ｴﾐ佐伯 詠美 記憶の中の風音 F80 1 1油 広島県
ｻﾄｳ ﾖｼｺ佐藤 好子 情景 F50 1 1油 島根県
ｻﾜｻｷ ﾄﾖｺ澤﨑 豊子 春待つ蓮 F50 1 1油 東京都
ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽﾋｺ杉森 康彦 あかつき M120 1 1油 京都府
ﾀｹﾊﾅ ﾐﾁｺ竹花 美智子 そら　Ⅹ F100 1 1油 東京都
ﾀﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ玉村 育弘 午後の窓辺（ムーラン・ルージュ） F100 1 1油 兵庫県
ﾄﾞｳﾅｶ ﾉﾘｺ堂中 紀子 鬼と言われて F80 1 1油 滋賀県
ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ西島 勝 海の都のサンマルコ F30 1 1水 東京都
ﾉｻﾞｷ ﾕｷｵ野﨑 雪夫 波濤（はとう） P150 1 1油 千葉県
ﾊﾞﾊﾞ ﾁｶｺ馬場 史子 郷 F100 1 1油 長崎県
ﾊﾏﾉ ﾖｳｲﾁ浜野 洋一 雷燈秋風～由志園～ M100 1 1油 鳥取県
ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ浜本 典子 響 F100 1 1油 広島県
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ坂東 圭子 早く行こうよ F100 1 1油 千葉県
ﾎﾝｷﾞｮｳ ﾖｳｺ本行 陽子 心旅－刻－ F100 1 1油 広島県
ﾏｻｸﾆ ｷｮｳｺ正國 享子 追憶の街 S60 1 1油 島根県
ﾏﾂｳﾗ ｴﾂｺ松浦 悦子 Мの断片 F100 1 1油 島根県
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾊﾙ松崎 利春 Virus 変100 1 1油 新潟県
ﾐﾂｷﾞ ｹｲｼﾞ光木 桂二 行き暮れて F120 1 1油 鳥取県
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｿｳ宮本 祐壯 玲瓏の山谷 F100 1 1油 広島県
ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ向田 秀美 人の目は空を見ない P40 1 1水 東京都
ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｺ山本 鈴子 教会に続く路地裏 F100 1 1油 滋賀県
ﾏｻｵｶ ｾﾂｵ光陽会賞 政岡 セツオ ノ　ア M120 1 1他 広島県
ﾂﾑﾗ ﾁﾖｺ文部科学大臣賞 津村 千代子 秋涼Ⅱ 60号 1 1染 東京都
ﾄｷ ﾘｴｺ審査員特別賞 土岐 利惠子 冬景色 F100 1 1油 岐阜県
ｻｲﾄｳ ｼﾁﾛｳ東京都知事賞 斉藤 七郎 白山平泉寺 630ｘ445 1 1版 東京都
ｳﾉ ﾐｴｺ会員秀作賞 宇野 三枝子 静かな日 F80 1 1油 千葉県
ｿｳ ﾋﾛﾐ会員秀作賞 宗 ひろ美 寂寥 F30 1 1染 福岡県
ﾋﾛｾ ｼｹﾞﾋﾄ多々羅義雄賞 廣瀬 茂人 奥多摩の巨大工場 F80 1 1水 東京都
ｲﾜｲ ﾐｴｺ鷲田新太賞 岩井 美枝子 ＳＣＲＡＰ　ＭＡＣＨＩＮＥＳ F80 1 1油 岐阜県
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾈｺ竹村喜美子賞 吉田 美年子 ＬＩＦＥ F80 1 1水 東京都
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ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｺ今井繁三郎賞 渡辺 敏子 彩花 F100 1 1ア 広島県
ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ会員奨励賞 末田 一博 釜ケ淵の涼 F50 1 1水 東京都
ﾀｹｼﾏ ﾄﾓﾉﾘ会員奨励賞 武嶋 朝紀 芹佳 M30 1 1油 沖縄県
ﾌｾ ﾏﾘｴ会員奨励賞 布施 毬江 風の精 F80 1 1染 神奈川
ﾔｷﾞ ﾖｳｺ会員奨励賞 八木 洋子 彩海Ⅰ S100 1 1油 沖縄県
ﾔﾏﾀﾞ ﾎｽﾞﾐ会員奨励賞 山田 穂積 春愁２０２０ F100 1 1油 広島県

 4会友 23

ｱﾕｶﾜ ﾐﾁｺ鮎川 美知子 陽（ダリア） 変50 1他 滋賀県
ｲﾏｲ ﾚｲｺ今井 澪子 倒木とひこばえ F30 1水 東京都
ｳｴﾑﾗ ﾄﾖｺ上村 豊子 スズメウリ F50 1水 滋賀県
ｵﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ恩田 吉久 古い街角 F100 1油 島根県
ｷﾀﾉ ｾﾞﾝﾘｭｳ北野 善立 船橋朝市 P50 1油 千葉県
ｷﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ鬼頭 純平 やさしいまなざし P20 1水 広島県
ｺｳﾗ ﾕｷｴ古浦 紀枝 バイヨン P60 1油 島根県
ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ杉田 考浩 打寄せる波 M50 1油 千葉県
ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾍｲ髙木 邦平 コンプレッサー F60 1油 岐阜県
ﾀｶﾏﾂ ﾐﾁｵ高松 典雄 中東の歴史と今を想う時 F30 1油 東京都
ﾀｼﾞﾏ ﾋｻｺ田島 久子 梅雨の晴れ間 F50 1水 滋賀県
ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞｵ棚橋 信夫 湖北の観音 M80 1油 岐阜県
ﾀﾆ ﾕｷｺ谷 幸子 生命 変50 1水 滋賀県
ﾁｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ地﨑 陽一 モデルたちの　青春 F100 1油 富山県
ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｺ濵浦 敦子 午睡 F50 1水 滋賀県
ﾎﾘ ﾕｳｼ堀 祐之 昼下りのホーム M80 1油 神奈川
ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ吉田 陽一 伊吹山 F80 1油 愛知県
ﾂﾎﾞｲ ﾔｽｵ会友秀作賞 坪井 保男 超新星爆発 変60 1 1水 静岡県
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ会友秀作賞 山田 博子 残映（忍野八海） F50 1 1水 滋賀県
ｱﾗｲ ｶﾂﾖ会友奨励賞 新井 かつよ 空気・風・水 F100 1 1油 東京都
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ会友奨励賞 近藤 昇 Ｙｕｒｉの想い F100 1 1油 京都府
ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ会友奨励賞 村上 陽子 おばあちゃんが愛したかまど F80 1 1水 滋賀県
ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ会友奨励賞 吉田 安今巳 琵琶湖の夕映 変50 1 1水 滋賀県

 5一般 20

ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ足立 典子 導 （ しるべ ） 変３０特 1他 東京都
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ池田 正晋 香水壜 F10 1水 東京都
ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ石川 由紀子 川べりの丸太小屋 変50 1水 滋賀県
ｲﾜｻｷ ｱｵｲ岩崎 葵 夜 変50 1版 兵庫県
ｶﾜｲ ﾁｴｺ河合 千惠子 孤舟（役目を終えて） 変50 1水 滋賀県
ｺｲｹ ｶｽﾞﾎ小池 和穂 亀とラーメン F30 1日 東京都
ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ西村 周子 ミディ運河 変50 1水 滋賀県
ﾉｻﾞｷ ｶｵﾙ野﨑 かおる まばゆい 変50 1水 滋賀県
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｺ林 和子 寄り沿って F20 1水 滋賀県
ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ間宮 伊都子 残る秋　深まる冬 変50 1水 滋賀県
ﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ森 雄三 マドンナの後姿 F30 1油 東京都
ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼモンド 五十嵐 井蛙（せいあ） F100 1油 福島県
ﾔﾏﾍﾞ ﾁｱｷ山部 千明 飛沫！ F20 1日 東京都
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ山本 博 中世の路地 F30 1油 兵庫県
ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ新人秀作賞 清水 敏守 闇からの誘い F80 1 1日 東京都
ﾔﾏｲ ｷｸｴ新人秀作賞 山井 喜久江 透かしほおずき 変50 1 1水 滋賀県
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ新人奨励賞 石川 正彦 座りポーズのＫちゃん　１ 変20 1 1水 東京都
ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ新人奨励賞 仲西 裕昭 倉敷スケッチの旅で出会った地酒

店
F50 1 1油 滋賀県

ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ新人奨励賞 西川 秀子 昔の耕運機 変50 1 1水 滋賀県
ﾏﾂﾑﾗ ﾜｺ新人奨励賞 松村 和子 mosaic 180x90 1 1日 広島県
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 8S一般 30

ｲﾁｶﾜ ﾖｼｱｷs市川 義耿 小江戸　川越 F8 1水 東京都
ｳﾁｺｼ ﾏｷｺs打越 万希子 浴恩館の秋 F8 1油 東京都
ｵｵｳﾁ ﾀｶｼs大内 貴 アゲハ舞うテラス F8 1水 東京都
ｵｵﾀｹ ﾏｻﾉﾘs大竹 正則 夏　暁 P6 1水 東京都
ｵｻﾀﾞ ﾔｽｺs長田 泰子 夕凪 F8 1水 神奈川
ｷｸﾁ ﾐﾁｴｲs菊池 道栄 里山静穏 F8 1水 東京都
ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲs佐藤 広大 DOZING　OFF S6 1油 埼玉県
ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛ佐藤 洋一郎 パステルな街（サントリーニ島） P8 1水 東京都
ｼｵﾔ ｻﾁｺs塩谷 幸子 磯部のひかり 36ｘ51 1水 東京都
ｼﾓﾋﾗ ﾔｽﾉﾘs下平 保憲 宴後の瓶達 F6 1油 埼玉県
ｽｶﾞ ﾐｶs菅 美香 花奏（かそう） F6 1パ 埼玉県
ﾀｶｵｶ ﾐﾔｺs高岡 美也子 苦難を乗り越えて　Ⅱ F8 1油 北海道
ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻｺs田淵 正子 下社春宮の清流 F8 1油 東京都
ﾂﾁﾔﾏ ﾏﾘ s土山 真理 ミイラ男と魔女 30x42 1ア 千葉県
ﾊﾈｼﾞ ｶﾖｺs羽路 嘉代子 姫路城の桜 A4 1ぺ 千葉県
ﾋｶﾞｷ ｺﾛﾓs檜垣 衣 大人の潜む基地 F8 1ぺ 愛媛県
ﾎｯｸ ｼｹﾞﾐsホック しげみ 赤いスカーフの女 F6 1油 埼玉県
ﾏｲﾀ ﾖｼs米田 ヨシ 静物 F8 1水 茨城県
ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｵs増田 峰夫 崩れゆく日常 変8 1他 千葉県
ﾐｻﾜﾔ ﾏﾘｺs見澤谷 萬里子 麻生十番蚤の市 B5 1ぺ 千葉県
ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ山香 和信 源響（ゲンキョウ） 変8 1水 神奈川
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺs山本 英倫子 月光 F8 1油 東京都
ﾅﾗ ﾐﾈﾋﾛ小品秀作賞 奈良 峰博 青の記憶 F8 1 1水 東京都
ﾊﾔｼ ﾕﾘｺs小品秀作賞 林 ゆり子 BIRD 380ｘ280 1 1鉛 東京都
ｶﾜｲ ﾄﾓｺs小品奨励賞 河合 とも子 騎士の名は「ドン・キホーテ」 F8 1 1オ 神奈川
ｶﾜﾅｶ ﾐﾁﾉﾘs小品奨励賞 川中 通則 インダストリアル　ジャパン F6 1 1水 東京都
ｺｲｹ ﾕﾀｶs小品奨励賞 小池 豊 余韻 F4 1 1油 東京都
ﾀｹﾍﾞ ｷﾐｺs小品奨励賞 武部 紀美子 ユーゲントシュティール建築 B4 1 1ぺ 東京都
ﾀﾃﾉ ｸﾐｺs小品奨励賞 立野 久美子 晩秋の宝石 F8 1 1油 埼玉県
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲ小品奨励賞 松林 憲一 店先 F8 1 1水 滋賀県
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