
No. 氏名 フリガナ 題名 種別 規格
授賞
候補

賞名称 推挙 都道府県
部屋
番号

1 浅居 浩 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 猫車のある家 油 F100 会員 滋賀県 15

2 鮎川 美知子 ｱﾕｶﾜ ﾐﾁｺ クレマチス 鉛 変50 〇 滋賀県 13

3 新井 かつよ ｱﾗｲ ｶﾂﾖ 空気・風・水　２ 油 F100 会員 東京都 04

4 新井 かつよ ｱﾗｲ ｶﾂﾖ 空気・風・水　３ 油 F100 〇 会友秀作賞 会員 東京都 04

5 石川 正彦 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ 本を手にする少女 水 P30 〇 会友奨励賞 東京都 10

6 石川 由紀子 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ シャトー風の農家 水 変50 滋賀県 09

7 和泉 莉奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 豊世界に・・・ 水 F50 〇 大阪府 09

8 今井 澪子 ｲﾏｲ ﾚｲｺ 憩いの水辺 水 F30 東京都 10

9 今井 澪子 ｲﾏｲ ﾚｲｺ ぬくもりの朝 水 F20 東京都 10

10 岩田 あや子 ｲﾜﾀ ｱﾔｺ 置き場 水 F50 滋賀県 09

11 荻原 昌代 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖ 白馬連峰と姫川 油 F30 東京都 12

12 小野住 輝惠 ｵﾉｽﾞﾐ ﾃﾙｴ ペルーの女（ひと） パ F20 東京都 12

13 恩田 吉久 ｵﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 巡礼の路 油 F100 島根県 02

14 河合 千惠子 ｶﾜｲ ﾁｴｺ 静閑に佇む 水 変50 滋賀県 08

15 上松瀬 有美子 ｶﾝﾏﾂｾ ﾕﾐｺ アオサイの女 油 F20 東京都 12

16 木谷 晃夫 ｷﾀﾆ ﾃﾙｵ 太古の地層（Ⅱ） 油 F100 会員 大阪府 06

17 北野 善立 ｷﾀﾉ ｾﾞﾝﾘｭｳ 農婦 油 P50 千葉県 02

18 木村 陽次 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 大阪城　極楽橋 油 F100 大阪府 04

19 清見 由紀子 ｷﾖﾐ ﾕｷｺ 神奈川百景　鎌倉殿大願成就 油 F30 東京都 12

20 熊倉 紀世 ｸﾏｸﾗ ﾉﾘﾖ ◆燃える樹々、時を知る 油 F50 東京都 07

21 古浦 紀枝 ｺｳﾗ ﾕｷｴ バイヨン 油 F60 会員 島根県 03

22 近藤 昇 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ 秋の初め 油 F100 〇 会友記念賞 会員 京都府 15

23 佐藤 和夫 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ ◆季節のうつろい 水 F8 東京都 07

24 清水 敏守 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾓﾘ 岩壁 日 F100 〇 会友秀作賞 東京都 02

25 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ アオザイの女 油 F50 神奈川県 03

26 髙木 邦平 ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾍｲ アマゴを焼く老人 油 F80 会員 岐阜県 14

27 髙橋 清 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 竹林　Ｂ パ F60 千葉県 04

28 髙𫞏 秀子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ 渓 油 P50 東京都 04

29 田島 久子 ﾀｼﾞﾏ ﾋｻｺ 盛衰 水 F50 滋賀県 08

30 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 夏の港 油 F50 新潟県 04

31 棚橋 信夫 ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 蔵王権現 油 M80 会員 岐阜県 01

32 谷 幸子 ﾀﾆ ﾕｷｺ 石垣の民家 水 変50 〇 会友奨励賞 会員 滋賀県 09

33 築谷 士郎 ﾂｸﾀﾆ ｼﾛｳ ヨットハーバー 油 F100 鳥取県 05

34 土屋 祥二 ﾂﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 木漏れ日 水 P20 大阪府 10

35 西山 正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 煙突のある風景 水 F80 千葉県 08

36 野﨑 かおる ﾉｻﾞｷ ｶｵﾙ 飛翔 水 変50 〇 滋賀県 09

37 服部 和夫 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｵ 藏 油 F80 滋賀県 02

38 東 キヨ子 ﾋｶﾞｼ ｷﾖｺ 月下美人の宴 水 F20 埼玉県 10

39 水島 美登利 ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 田園 油 F50 東京都 04

40 村上 陽子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ お母ちゃんが愛した　台所 水 変50 〇 会員 滋賀県 08

41 モンド 五十嵐 ﾓﾝﾄﾞ ｲｶﾞﾗｼ ◆ＮＯ　ＷＡＲ　戦争なんかいらない 油 M80 福島県 07

42 野洲 昭夫 ﾔｽ ｱｷｵ 懐古 油 F80 会員 滋賀県 14

43 山鹿 和英 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 夕陽と帆船（明日は入港） 油 F100 千葉県 04

44 山田 和江 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ 冠雪 油 F100 会員 沖縄県 05

45 吉田 安今巳 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 伊根の冬 水 変50 〇 会員 滋賀県 08

46 吉田 陽一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 厳冬の伊吹 油 F80 会員 愛知県 01

注）題名の１文字目に「◆」が付いているものは、「テーマ付き組作品（３点１組）」を示します。
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