
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 Carrie Waller Carrie Waller Banned 水 F10 〇 新人記念賞 会友 東京都 10

2 Carrie Waller Carrie Waller Kyokusen 水 F10 会友 東京都 10

3 Carrie Waller Carrie Waller Circies and strips 水 F10 会友 東京都 10

4 赤野間 鏡子 ｱｶﾉﾏ ｷｮｳｺ シャルトル大聖堂 油 F20 東京都 12

5 油谷 えつ子 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ｴﾂｺ 野小屋の秋 水 変50 〇 滋賀県 08

6 池田 正晋 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ブーツのある静物 水 F10 〇 会友 東京都 10

7 池田 正晋 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 四つの陶器のある静物 水 F10 会友 東京都 10

8 一條 眞寛 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ 飛沫の鼓動 油 F100 東京都 05

9 一條 眞寛 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ 飛沫の自生 油 F100 東京都 05

10 今井 文子 ｲﾏｲ ﾌﾐｺ 秋光 水 変50 滋賀県 09

11 今岡 秀和 ｲﾏｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 石仏 油 F50 〇 新人奨励賞 東京都 03

12 今林 光江 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ 放牧馬 油 F50 千葉県 02

13 今村 美和子 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾜｺ 花ひらく 水 変50 〇 滋賀県 09

14 岩﨑 葵 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ 熱帯夜 版 変50 〇 兵庫県 13

15 大木 ケイ子 ｵｵｷ ｹｲｺ 渓谷（秋） 油 F30 千葉県 12

16 大塚 照子 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｺ かなわなかった夢 油 F50 岐阜県 14

17 大森 裕之 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 日没 油 F50 茨城県 01

18 岡田 喜三郎 ｵｶﾀﾞ ｷｻﾌﾞﾛｳ 象の親子 油 F100 東京都 14

19 尾上 節子 ｵﾉｴ ｾﾂｺ 透かしほおずき 水 変25 〇 滋賀県 10

20 上倉 和子 ｶﾐｸﾗ ｶｽﾞｺ 春 油 F15 神奈川県 12

21 嘉本 洋子 ｶﾓﾄ ﾖｳｺ 尾道水道 油 F30 会友 島根県 12

22 木津 富美枝 ｷﾂﾞ ﾄﾐｴ パプリカ 水 B1 会友 埼玉県 10

23 小池 和穂 ｺｲｹ ｶｽﾞﾎ ◆永遠に 日 F25 会友 東京都 07

24 坂栄 和子 ｻｶｴ ｶｽﾞｺ 夕日に映える工房 水 変50 〇 滋賀県 08

25 阪田 恵美 ｻｶﾀ ｴﾐ 牡丹の華 水 変25 滋賀県 10

26 塩谷 幸子 ｼｵﾔ ｻﾁｺ 華の宴 ア F20 東京都 10

27 霜月 真実 ｼﾓﾂｷ ﾏｺﾄ 生きて、逝きて 水 F10 兵庫県 10

28 田中舘 隆雄 ﾀﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶｵ 霙あがりの寒村 油 P100 岩手県 04

29 津野 幹子 ﾂﾉ ﾐｷｺ 秋桜 日 P80 滋賀県 02

30 東條 正文 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 人の住む気配・プラチスラバ旧市街 水 F30 大阪府 10

31 奈良 峰博 ﾅﾗ ﾐﾈﾋﾛ ◆青い影 他 F8 〇 東京都 07

32 西川 秀子 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 農家の軒下 水 変50 〇 滋賀県 09

33 西嶋 せつ子 ﾆｼｼﾞﾏ ｾﾂｺ 備長炭の息吹 水 変50 滋賀県 08

34 西嶋 博子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾛｺ 屋久島大樹 水 変25 滋賀県 10

35 西村 周子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾈｺ 琵琶湖の朝焼け 水 変50 滋賀県 08

36 蓮見 美穂 ﾊｽﾐ ﾐﾎ 大銀杏の木 水 変50 〇 滋賀県 09

37 林 和子 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｺ 仲間と一緒 水 変50 〇 新人奨励賞 会友 滋賀県 08

38 比嘉 美津子 ﾋｶﾞ ﾐﾂｺ 流音 油 F20 東京都 12

39 久木 ひろ美 ﾋｻｷ ﾋﾛﾐ 春を待つ里 水 F50 会友 滋賀県 08

40 古川 富美子 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｺ ひまわり 水 変50 〇 新人秀作賞 会友 滋賀県 09

41 ホック しげみ ﾎｯｸ ｼｹﾞﾐ マングローブの誘い 油 F50 埼玉県 15

42 増田 峰夫 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｵ ◆深紅 オ F30 千葉県 05

43 松林 憲一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 石垣のある風景 水 F30 滋賀県 10

44 間宮 伊都子 ﾏﾐﾔ ｲﾂｺ 収穫 水 変50 〇 滋賀県 09

45 三島 茂 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ 乗馬を楽しむ人々 油 F60 会友 鳥取県 03

46 諸星 栄子 ﾓﾛﾎｼ ｴｲｺ ブロッコリーたち 水 F30 神奈川県 10

47 山井 喜久江 ﾔﾏｲ ｷｸｴ 青バトの夏 水 変50 〇 新人奨励賞 会友 滋賀県 08
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48 山﨑 笑子 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾐｺ 静物　Ⅰ 水 F10 〇 東京都 10

49 山﨑 笑子 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾐｺ 静物　Ⅱ 水 F10 東京都 10

50 山﨑 一子 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 鳳凰の空 油 F15 東京都 12

51 山崎 久子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｺ 巣 水 変50 〇 新人秀作賞 滋賀県 09

52 山本 博 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 中世の路地 油 F50 兵庫県 02

53 横田 園満 ﾖｺﾀ ｿﾉﾐ 虚のしゅしの詩 他 F120 広島県 06

54 和田 千鶴子 ﾜﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 石見銀山（島根：大田市） 油 F30 島根県 12

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。

2 / 2 


