
No. 氏名 フリガナ 題名 種別 規格
受賞
候補

賞名称 推挙 都道府県
部屋
番号

1 足立 典子 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ 導 （ しるべ ） 他 変３０特 〇 会友 東京都 09

2 池田 正晋 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 香水壜 水 F10 〇  東京都 09

3 池田 正晋 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 果物 水 F10  東京都 09

4 石川 正彦 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ 座りポーズのＫちゃん　１ 水 変20 〇 新人奨励賞 会友 東京都 09

5 石川 正彦 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ 座りポーズのＫちゃん　２ 水 変20 会友 東京都 09

6 石川 結貴 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 拝借。地獄の季節 油 F120  東京都 03

7 石川 由紀子 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 川べりの丸太小屋 水 変50 〇 会友 滋賀県 07

8 和泉 莉奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ ファンタジー 水 F40 会友 大阪府 09

9 今林 光江 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ 午後のひととき 油 P30  千葉県 11

10 岩崎 葵 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ 夜 版 変50 〇  兵庫県 12

11 大木 ケイ子 ｵｵｷ ｹｲｺ ギターを持つ女 油 M20  千葉県 11

12 大森 裕之 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 公園 油 F50  茨城県 06

13 岡田 喜三郎 ｵｶﾀﾞ ｷｻﾌﾞﾛｳ 奥多摩清流 油 P80  東京都 03

14 嘉本 洋子 ｶﾓﾄ ﾖｳｺ 朝の港 油 F30  島根県 11

15 河合 千惠子 ｶﾜｲ ﾁｴｺ 孤舟（役目を終えて） 水 変50 〇 会友 滋賀県 07

16 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ 尾瀬 ．春はあけぼの 油 F50 会友 東京都 02

17 小池 和穂 ｺｲｹ ｶｽﾞﾎ 何ですか？ 日 P30  東京都 07

18 小池 和穂 ｺｲｹ ｶｽﾞﾎ 亀とラーメン 日 F30 〇  東京都 07

19 清水 敏守 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ 闇からの誘い 日 F80 〇 新人秀作賞 会友 東京都 07

20 清水 敏守 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ サント・ヴィクトワール山 日 F50 会友 東京都 07

21 下平 保憲 ｼﾓﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ 虹壜 油 F15  埼玉県 11

22 菅原 瑠璃子 ｽｶﾞﾊﾗ ﾙﾘｺ うめと茶畑 油 P80  京都府 13

23 土屋 祥二 ﾂﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 東大寺南大門 水 F20 会友 大阪府 09

24 堤 雅秀 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 朝焼け 油 F50  三重県 14

25 仲西 裕昭 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 倉敷スケッチの旅で出会った地酒店 油 F50 〇 新人奨励賞  滋賀県 01

26 西川 秀子 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 昔の耕運機 水 変50 〇 新人奨励賞 会友 滋賀県 09

27 西村 周子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ ミディ運河 水 変50 〇 会友 滋賀県 08

28 西山 正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 京浜工業地帯（Ⅰ） 水 P50 会友 千葉県 07

29 野﨑 かおる ﾉｻﾞｷ ｶｵﾙ まばゆい 水 変50 〇 会友 滋賀県 07

30 服部 和夫 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ タイムリープ交差点 油 F80 会友 滋賀県 13

31 林 和子 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｺ 寄り沿って 水 F20 〇  滋賀県 09

32 久木 ひろ美 ﾋｻｷ ﾋﾛﾐ 置き場 水 F50  滋賀県 08

33 升谷 光里 ﾏｽﾀﾆ ﾋｶﾘ 天翔る 油 F50  大阪府 13

34 松村 和子 ﾏﾂﾑﾗ ﾜｺ mosaic 日 180x90 〇 新人奨励賞  広島県 07

35 間宮 伊都子 ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ 残る秋　深まる冬 水 変50 〇 会友 滋賀県 08

36 三島 茂 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ 松江大橋川 油 F60  鳥取県 06

37 森 美咲 ﾓﾘ ﾐｻｷ 透明な愛 水 F20  東京都 09

38 森 雄三 ﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 日本海　暴風雪 油 F50  東京都 04

39 森 雄三 ﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ マドンナの後姿 油 F30 〇  東京都 04

40 諸星 栄子 ﾓﾛﾎｼ ｴｲｺ プリンセスパプリカと一緒 水 F20  神奈川県 09

41 モンド 五十嵐 ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼ 井蛙（せいあ） 油 F100 〇 会友 福島県 04

42 モンド 五十嵐 ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼ ニャンビーナス 油 F100 会友 福島県 04

43 矢竹 晴子 ﾔﾀｹ ﾊﾙｺ 花の頃 油 F50  千葉県 14

44 山井 喜久江 ﾔﾏｲ ｷｸｴ 透かしほおずき 水 変50 〇 新人秀作賞  滋賀県 07

45 山部 千明 ﾔﾏﾍﾞ ﾁｱｷ 飛沫！ 日 F20 〇  東京都 07
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46 山本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 中世の路地 油 F30 〇  兵庫県 11

47 山本 光子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 想いで（修学旅行） 水 変50  滋賀県 08

48 若海 明 ﾜｶｳﾐ ｱｷﾗ 冬の海に浮かぶ灯台 油 F60  埼玉県 01

49 和田 千鶴子 ﾜﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 雲の行くへ 油 F30  島根県 11
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