
改組 新 第3回日展

第２科（洋画）　入選者名簿

都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

北海道 2( )

札幌市 317 西田陽二 北海道手鏡

網走市 1017 吉川英一郎 北海道椅子に座る青い服の婦
人

青森県 5( )

青森市 1458 張山田鶴子 青森県夜みせ

青森市 1451 三橋文彦 青森県7月の花

青森市 2028 横山哲則 青森県想う

弘前市 5033 秋山範子 青森県待春

八戸市 5032 丸井洋子 青森県石窟の仏陀

岩手県 1( )

陸前高田市 531 鷺　悦太郎 岩手県日々是好日

宮城県 6( )

仙台市 212 佐藤幸子 宮城県輝る海松島

仙台市 549 頼住美根生 神奈川県幕間

仙台市 388 吉澤光子 栃木県牡蠣の里

大崎市 313 沢山睦子 宮城県冬木立

黒川郡 551 松永　弘 熊本県終焉

遠田郡美里町 1330 我妻宏也 宮城県雪解けの頃

山形県 8( )

山形市 5026 土屋　功 山形県旧家

米沢市 1452 沖津信也 山形県｢峠・光る雪｣

米沢市 1265 沖津達也 山形県夜想曲



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

村山市 1263 原田一裕 山形県吊るした布と牡丹

天童市 5023 寺岡義博 山形県書斎のT氏

東根市 1336 吉田泰三 山形県春への旋律

尾花沢市 18 笹原弘子 山形県森の子守歌

北村山郡大石田町 19 石山　実 山形県冬の参道

福島県 1( )

福島市 332 篠田ますい 茨城県風を聴く 田中

茨城県 41( )

水戸市 375 飯塚和秀 茨城県潮騒

水戸市 456 植野睦夫 茨城県追憶の譜

水戸市 459 川村寿一郎 愛知県黒のバラード(郷愁)

水戸市 348 近藤欣子 茨城県カサブランカ 人見

水戸市 378 佐藤淳子 茨城県12月の赤レンガ倉庫

水戸市 580 福田清彦 茨城県ストーブの周囲

水戸市 525 山田紀代子 茨城県green・grocery

日立市 528 会沢文朗 茨城県稲実る頃

日立市 527 入江英子 島根県納屋裏

日立市 1461 岡部清美 茨城県ツーリング前

日立市 421 北沢　計 長野県雨あがりの湖畔

日立市 407 佐藤　浩 茨城県寒日

日立市 426 立木雅子 茨城県雪が降る

日立市 409 名倉剛治郎 茨城県凪ぐ港

土浦市 464 上野幸子 新潟県老舗記念のショーウィ
ンドー



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

土浦市 460 庄司　勲 山形県北の朝市にて

石岡市 381 塚田芳夫 茨城県木洩れ日

下妻市 432 菊池一雄 茨城県あらたまの

常陸太田市 513 佐川美都里 茨城県待春

牛久市 380 山本正子 東京都想い

牛久市 1426 吉井利雄 群馬県晩秋

つくば市 437 髙﨑楫子 青森県運転室

つくば市 376 髙野　理 茨城県思い出

ひたちなか市 353 大田孝子 東京都想い

ひたちなか市 352 樫村良江 茨城県初秋に想う

ひたちなか市 515 根本勝美 茨城県御室桜

ひたちなか市 439 平野孝子 茨城県休日の漁港

ひたちなか市 521 三好義章 茨城県仔牛(ふれあい)

潮来市 373 小沢一廣 茨城県水郷田園

潮来市 457 草野好夫 茨城県漁港

守谷市 477 木下博寧 神奈川県坂のある街

那珂市 418 橋本弘幸 茨城県追熟

筑西市 458 坂入千惠子 茨城県親子の自転車

筑西市 463 武藤久子 群馬県倒木

稲敷市 374 古渡理行 茨城県懐

東茨城郡茨城町 431 草野照子 東京都城址への路

東茨城郡茨城町 425 田口孝子 茨城県希望

東茨城郡城里町 383 荒木久夫 茨城県港の集落



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

東茨城郡城里町 357 永山秀男 茨城県アトリビュート

東茨城郡城里町 529 細谷敬子 茨城県サンタンジェロ橋

久慈郡大子町 349 武石絹枝 茨城県わらぼっちの里 益子

栃木県 17( )

宇都宮市 174 青木正子 兵庫県記憶の中に・2016

宇都宮市 400 高橋二美男 東京都浜辺からの贈り物

宇都宮市 1023 山﨑幹雄 栃木県OMOHARA NO MORIの車
「君と僕とのラブスト
リー」2016

入江

宇都宮市 394 吉原初枝 千葉県追憶

宇都宮市 557 渡邉道男 栃木県光と蜜のハーモニー

足利市 4535 齋藤　均 栃木県森の朝

栃木市 1247 増山久一 栃木県エアメール

日光市 359 岩本佳子 栃木県雪草

小山市 392 植野　悟 栃木県鮭

小山市 366 杉山光男 栃木県追想・転勤族

小山市 1270 西村日呂子 山口県凛として

小山市 181 山根　隆 三重県早春の雪山讃歌

下野市 367 髙山　充 栃木県栄華の夢

下野市 369 渡辺正巳 栃木県工場の一隅

下都賀郡壬生町 4563 江口光興 長野県驟雨行く

宇都宮市 4567 門谷京子 高知県晩秋の森

下都賀郡野木町 395 蜂須賀美智子 茨城県ヨシ焼き

群馬県 5( )

伊勢崎市 276 大谷芳滋 群馬県銅鍋のある静物



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

太田市 1297 石井美沙枝 群馬県小運河

太田市 1295 木島芳雄 埼玉県暦日

太田市 7002 髙橋　登 東京都西日

邑楽郡板倉町 211 白木啓嗣 東京都休日の午後

埼玉県 55( )

さいたま市 7060 森　忠郞 埼玉県小湊の春

さいたま市 7068 島﨑英子 埼玉県メタセコイア 渡辺

さいたま市 7006 秋山たかし 埼玉県卓上静物

さいたま市 341 小櫃英子 埼玉県晩夏

さいたま市 203 酒井英実 東京都夏の終わり

さいたま市 7072 村山千鶴子 埼玉県僕の道(奏) 宮内

さいたま市 486 吉田武功 埼玉県田植の頃

さいたま市 7071 大山富夫 福島県18歳の晴れ舞台(チロ
ル地方)

さいたま市 7064 野澤登美子 新潟県彼方へ 石崎

さいたま市 7066 田宮澄子 東京都ひととき 髙岡

さいたま市 5001 大岩充子 埼玉県手織りの刻

さいたま市 7062 小林年子 埼玉県街

さいたま市 6184 島村濟子 埼玉県気儘な時間

さいたま市 7039 柳　辰太郎 埼玉県大手町

さいたま市 7063 渡邊眞喜代 熊本県入梅の梅漬け 上村

さいたま市 268 吉川和典 東京都brothers

さいたま市 5020 平井芳夫 埼玉県冬樹

川越市 452 新井　隆 埼玉県翳る日



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

川越市 7058 神田道代 群馬県風の音 割田

川越市 559 茶谷雄司 北海道Blue Rondo

熊谷市 555 蓮沼　貞子 埼玉県冬の譜

川口市 7041 諏佐英和 東京都安息の刻

秩父市 7022 出浦和雄 埼玉県向日葵の家族

秩父市 7024 井上伝蔵 埼玉県秩父往還・路傍

所沢市 6088 青木惇子 神奈川県雪嶺

所沢市 202 筒井　博 東京都帰港

飯能市 195 石井百合子 大分県樹下波紋

飯能市 196 杉　正則 福岡県縫い物をする女

飯能市 455 林　敏政 埼玉県12歳の譜

加須市 7070 山下英夫 青森県青い夏

本庄市 7033 田中　司 富山県雨の遊園地

春日部市 7046 会田志津男 埼玉県赤い水門

深谷市 7019 島田六郎 埼玉県刻

上尾市 1256 石濱武志 茨城県旧い街

上尾市 7008 井田善子 埼玉県「ひととき」

上尾市 7009 鈴木佳子 静岡県お出かけ 古川

上尾市 480 橘　貴紀 群馬県昨日と今日

越谷市 7042 伊藤雄二 東京都石垣の村

戸田市 6181 永江咲紀子 埼玉県悠久の祈り

入間市 7054 大竹正治 東京都卓上の静物

朝霞市 7050 熊倉幹子 福島県昼下り



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

和光市 183 白井秀夫 愛知県朝霧

和光市 171 遠山厚史 群馬県カノン・春の雪

桶川市 7014 岡野菊市 広島県回想

桶川市 7015 清水八重子 埼玉県母の思い出 猪鼻

桶川市 7013 長谷川好衛 埼玉県「夏の盛り」(カラス
ウリ)

北本市 7016 根布谷重子 岡山県夏の朝 奥江

ふじみ野市 7053 鎌田祐子 山形県ある日の情景 斉藤

秩父郡長瀞町 7037 小田　昇 埼玉県片岩

児玉郡美里町 7020 田畑明日香 埼玉県椅子

児玉郡上里町 7021 大久保佳代子 埼玉県木漏れ日 満井

大里郡寄居町 361 村松泰弘 福島県秋の風布川

加須市 6182 小林辰也 埼玉県月

南埼玉郡宮代町 7048 深井米勝 埼玉県祈り

北葛飾郡杉戸町 485 島㟢徳司 栃木県卓上静物

千葉県 39( )

千葉市 6244 石田友美 長野県水門反映

千葉市 214 松村幸子 東京都雨の日に

千葉市 385 田原充子 高知県貝のある画室 竹崎

千葉市 6246 長谷川満智子 栃木県潮騒

千葉市 575 山口忠彦 兵庫県野末

千葉市 478 泉　湍津子 広島県花嫁が来た日 宗像

千葉市 338 米澤玲子 千葉県人形舞台のある室内 山下

千葉市 488 橋浦尚美 千葉県旅路 田上



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

千葉市 501 青柳幸子 千葉県内房のひと 近藤

市川市 560 渡邉良一 福島県白い山と集落

船橋市 1433 井上稔 宮城県赤いネクタイ

船橋市 489 佐藤　淳 山形県鏡の中の私

船橋市 574 土田恒夫 東京都雨あがり（日本橋）

船橋市 1269 ナカジマカツ 大阪府眠り姫

船橋市 358 原田康子 福岡県浜の風景 川邊

館山市 242 藤川紀子 滋賀県終着駅

野田市 5076 小林武雄 千葉県映

茂原市 141 岩瀬侑夫 千葉県野ざらし2016(霜月)

成田市 143 青木貴次 千葉県鉱山

成田市 144 口澤　弘 秋田県横利根閘門-青葉にな
りゆく頃

成田市 142 山岡健造 千葉県砂上に生きる

習志野市 561 柏木信博 東京都床上静物

習志野市 6251 田所雅子 愛知県明日の行方

柏市 5078 薬本武則 広島県追憶

市原市 305 長谷川金一 千葉県土の詩

市原市 215 山下光子 長野県これから

流山市 5077 坂本　直 千葉県高台の樹木

流山市 5092 林　郁子 愛知県明日は走る

流山市 204 菱田直美 東京都森の記憶

八千代市 1434 國分真佐子 兵庫県願い

八千代市 5093 早渕輝視 鹿児島県人物



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

八千代市 4588 水野佳子 埼玉県叢(くさむら)

我孫子市 162 林田博子 福岡県更紗

浦安市 1466 酒井惠子 東京都春景

四街道市 470 木村　のり子 北海道枯れ葉のある一隅 神

四街道市 136 山田喜代子 東京都画室の風景

八街市 1022 関　七郎 千葉県霜降りる朝

八街市 1236 御法川滋 秋田県春を待つ頃

いすみ市 213 小髙悦子 千葉県いすみの自然

東京都 43( )

中央区 147 佐藤信夫 東京都日差し

中央区 145 米村美真代 石川県静寂な時間

港区 1052 重松喜代子 北海道希望

港区 248 武　敏夫 東京都幕間

文京区 5074 太田陽子 東京都工房の一隅

文京区 6050 真中房子 東京都窓辺

台東区 1035 海老原秀男 栃木県春を待つ女

目黒区 6255 種房ひさ子 静岡県新春

大田区 350 鈴木千壽 東京都立礼聞香 進藤

世田谷区 5009 長内則子 東京都馬上弓技に挑戦する少
年

世田谷区 6 武田佐吉 長野県時計塔のある家並

世田谷区 5 武田直美 東京都星座入門(子ぐま座)

世田谷区 545 豊田信也 静岡県マリオネット

世田谷区 1021 宮島百合子 千葉県石の響き



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

渋谷区 6256 中井悦子 岡山県神話の扉

渋谷区 1442 渡部かよこ 東京都おだやかな街 加代子

杉並区 5042 川野昌子 石川県花の譜面 守田

杉並区 1315 黒澤信男 埼玉県雪野快晴

杉並区 200 森　康夫 東京都冬の朝(道)

豊島区 1057 河内八重子 岡山県祭祀の刻

豊島区 1470 結城唯善 東京都青い影

北区 6041 安藤義雄 北海道岬への小道

北区 1070 森田徳美 東京都工場

北区 207 吉野隆章 東京都薬剤師

板橋区 1468 青栁泰生 山梨県爽秋

板橋区 269 コルドバッ
チェ･マンスー
ル

イランルミ

板橋区 210 武田　采子 東京都一隅

板橋区 5051 渡邊正博 福島県ひと休み

練馬区 208 金光　綠 鳥取県時が流れて

練馬区 1462 清水　泰 東京都鮭

練馬区 5019 米満大九郎 佐賀県夏の日

葛飾区 5013 佐藤弘文 東京都都会の風景

葛飾区 1469 髙橋正一 東京都黎明

八王子市 494 戸苅武宏 東京都チェロと光の静物

八王子市 5066 水嶋靖博 東京都聖橋のある風景

八王子市 5060 吉田勝美 山梨県祭りの夜 加藤

武蔵野市 360 町田英明 長野県十勝岳連峰



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

昭島市 6085 工藤眞詞 北海道霧月

町田市 185 髙橋恭子 北海道遥か

小平市 1456 徳田明子 東京都夜桜幻想

小平市 1018 若槻三千代 東京都出番を待つモチーフた
ち

狛江市 273 阿辺　隆 東京都遥

清瀬市 1303 青栁敏夫 東京都晴れ間

神奈川県 24( )

相模原市 186 鈴木英子 神奈川県在りし日

横浜市 6253 小林理恵 埼玉県横浜夕景25、観覧車と
帆船

横浜市 5047 中西　敦 大阪府騎士達の休日

横浜市 265 稲田博子 愛媛県おるすばん

横浜市 187 水上アイ子 福岡県観葉植物との語らい

横浜市 237 飯田さち子 神奈川県天に放つ

横浜市 547 大渕繁樹 東京都宵の長崎

横浜市 490 前田　潤 長崎県刻の影

横浜市 1455 村雲雅城 岐阜県早春の山麓

横浜市 491 原田守啓 長野県蘇州の民家

横浜市 1066 金野圭助 岩手県斜陽

横浜市 126 前川ひろこ 東京都優しい時の中で

川崎市 132 平川二三男 神奈川県慟哭軍艦島

川崎市 231 庄村純子 三重県動物園にて

横須賀市 493 佐久間陽子 鹿児島県伊勢海老のある一隅 武石

平塚市 272 山下あゆ美 神奈川県シャローム(平和)



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

平塚市 28 吉村深翠 東京都涸る

鎌倉市 262 長岡一豊 兵庫県遠い日の情景

茅ヶ崎市 260 中島明子 富山県ミルバの香り

茅ヶ崎市 261 藤田勢都子 神奈川県花模様

茅ヶ崎市 263 吉田照子 福井県砂漠のｆarasha

逗子市 1047 北原啓介 神奈川県ステーション

厚木市 1320 田中里奈 神奈川県凝視

高座郡寒川町 87 増田真人 福島県6月

新潟県 31( )

新潟市 6079 杉森企観明 北海道カサブランカのある静
物

新潟市 2002 中野雅友 新潟県ユーカラの詩

新潟市 2023 福原昭子 新潟県坂道ありて

新潟市 2011 渡邉静子 新潟県私空間

新潟市 2005 山田一郎 新潟県待春の里

新潟市 2007 秋山　光 新潟県はさ木の残る里

新潟市 6062 大橋一男 新潟県鮭立磨崖仏

新潟市 2006 佐々木かず子 新潟県風の島

新潟市 2012 永島亜紀子 新潟県棚田水ぬるむ

新潟市 2015 長谷川明子 新潟県教会の一隅

新潟市 2004 本間ケイ 東京都マンダワの二人

新潟市 6059 渡辺惠子 新潟県河岸

長岡市 297 石川吉郎 新潟県北のセメント工場

長岡市 289 稲田栄策 新潟県棚田雪晴



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

長岡市 294 今井　厚 新潟県祭の日

長岡市 6072 川㟢　猛 新潟県北を指す風向計

長岡市 6073 小玉誠司 新潟県寒晴

長岡市 6075 酒井仁美 新潟県モンゴルの風

長岡市 292 田中　守 新潟県刻の風景

長岡市 281 渡辺陽子 新潟県HIPPO

三条市 282 池浦倫之 新潟県雪国の一景(除雪)

三条市 5056 宇賀治徹男 新潟県堤外地(冬枯れ)

三条市 6074 木口操志朗 新潟県里山

三条市 290 清水久美子 新潟県繭玉市

三条市 286 鶴巻　悟 新潟県にほんかもしか

三条市 5055 弥久保　孝 新潟県秋陽

三条市 295 山田昌三 新潟県浜の漁師ひととき

三条市 288 渡邉美保子 新潟県初夏に咲く

新発田市 2024 伊藤千春 新潟県時の記憶

燕市 6071 渋木富士夫 新潟県刻む(驛の時)

佐渡市 298 林　榮市 新潟県漁港’16

富山県 16( )

富山市 8007 斉木健治 富山県接岸

富山市 8014 酒井　武 富山県待春

富山市 8008 神保孝夫 富山県群遊

富山市 8015 半田豊和 石川県青いジーンズ

富山市 8019 室　佐吉 富山県先人に捧ぐ(回想)



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

高岡市 8006 越谷なつみ 富山県靖 石田

高岡市 8016 髙田　望 富山県初夏の朝

氷見市 4595 前　知津子 富山県構内4

氷見市 8018 明圓浪子 富山県海の幸 辻本

滑川市 8001 石川幸子 富山県夏の余音 高橋

黒部市 450 岩井中敬二 サハリン春を待つ山里

砺波市 8003 大野一秀 富山県光の殿堂・カセドラル

砺波市 8017 宮﨑悦郎 富山県まつりの風(となみ獅
子舞)

南砺市 8024 森松直裕 富山県卓上の譜

下新川郡朝日町 8002 岩井幸子 富山県深緑 菊池

下新川郡朝日町 8011 住吉由佳子 富山県森森 西川

石川県 23( )

金沢市 8040 青木良識 石川県市場

金沢市 8048 穴畑三千昭 石川県光る海

金沢市 8065 中川和子 石川県オルタの昼下がり

金沢市 8051 早崎和代 石川県季夏

金沢市 8035 政木良一 石川県山間にある集落

金沢市 8038 松田寧子 石川県懐古(鰊御殿) 吉田

金沢市 8037 宮城静子 富山県五月の山里 五野

金沢市 8059 本山二郎 奈良県光り満ちる頃

金沢市 8057 吉田武志 石川県海潮音-音の痕跡

七尾市 8060 飯田由賀里 兵庫県駝鳥-出発の時- 中元

小松市 8078 川俣修子 石川県修練



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

小松市 8029 熊野智子 石川県ふくろ・袋・フクロ 土居

小松市 8067 曽我　章 石川県廃車と男と

小松市 8043 出口順治 石川県浜小屋

珠洲市 238 鍵主恭夫 石川県遺された乾ドック

加賀市 8032 中村末二 石川県暖日

白山市 8031 中田静枝 石川県思い出 森下

白山市 8072 西本正義 石川県闘魂

白山市 8046 吉塚春生 石川県鏡の前のバレリーナ

能美市 8068 池岡　信 石川県里華の人形

能美市 8071 後出邦子 石川県巡る 加藤

能美郡川北町 8066 中村陽一 石川県波のリズム

羽咋郡志賀町 8042 髙﨑高嗣 石川県夏の日

福井県 1( )

大飯郡高浜町 5029 湯淺廸哉 福井県潮騒とともに

山梨県 2( )

甲府市 36 藤原修身 山梨県森の流れ

山梨市 1301 早川二三郎 東京都階段のある街

長野県 6( )

長野市 251 小沼秀夫 長野県ラプソディー

塩尻市 4565 長田敬之 長野県土蔵

塩尻市 25 小松正弘 長野県冬のりんご畑

佐久市 102 髙柳剛士 長野県風薫る

千曲市 109 中澤嘉文 長野県何処へ(鰺ヶ沢漁港)

安曇野市 106 西澤美幸 長野県空色の蓮池で。



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

岐阜県 14( )

岐阜市 6052 青木年広 岐阜県秋景色・窓辺の静物 青木利博

岐阜市 1397 臼井　稔 岐阜県老犬のいる部屋

岐阜市 4075 藤井あかね 岐阜県生々流転

岐阜市 6039 山田裕彦 岐阜県西域の人

多治見市 4007 肥田暎子 岐阜県煌めく

中津川市 6034 内木健二 岐阜県門前町

美濃加茂市 4077 木嶋義人 岐阜県教会

土岐市 6056 中村裕二 岐阜県17

各務原市 2042 相馬順子 大阪府予感

各務原市 1400 戸部善晴 岐阜県24時のアトリエ

瑞穂市 4040 加藤勝彦 岐阜県機場-照

瑞穂市 4027 髙橋正明 岐阜県骨董は語る

海津市 4014 森　照造 岐阜県蝶想

可児郡御嵩町 4071 藤本正隆 岐阜県夜のアトリエ

静岡県 15( )

静岡市 539 朝比奈陽子 静岡県レッスンの帰り

静岡市 6199 大澤弘叔 静岡県浜辺の午後

静岡市 538 白鳥成子 静岡県時の流れ

静岡市 533 南城　由起子 静岡県花の便り

浜松市 6187 西野博樹 静岡県雪の古寺

浜松市 6191 髙橋良江 愛知県端

浜松市 6194 荒木恵子 静岡県観想



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

浜松市 6193 鈴木喜博 静岡県青い刻

浜松市 6195 野末光子 静岡県私の部屋・今を生きる

富士宮市 6202 伊藤晴美 静岡県Stairs

伊東市 534 石井康博 北海道ゆりのある部屋

島田市 540 八木誠一 静岡県ひととき

磐田市 6186 永谷光隆 静岡県過日刻刻

湖西市 6190 杉山悦照 静岡県冬日

榛原郡吉田町 535 西谷之男 静岡県粟ヶ岳の見える丘

愛知県 48( )

海部郡蟹江町 4078 山内大介 三重県コンチェルト

名古屋市 1374 楠　崇子 愛知県'16・風馨

名古屋市 11 山本容梓子 愛知県ステンドグラスと黒い
猫

名古屋市 76 井上美知子 愛知県Shadow

名古屋市 4035 新保盛康 愛知県老夫婦

名古屋市 4021 水野洋子 北海道広場で

名古屋市 311 西川澄男 岐阜県静寂の陽光 田中

名古屋市 4022 小池　香 三重県Contemplation

名古屋市 7 内山千寿子 愛知県あしたの華

名古屋市 79 中垣貴子 愛知県弥生…導き

名古屋市 2053 待井恭子 東京都藍色の記憶

名古屋市 2050 木下昭夫 愛知県早朝のバス停

名古屋市 4020 前田惠美子 愛知県窓辺

名古屋市 77 松永錞子 愛知県花瓶に枝を



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

名古屋市 314 三浦忠誠 鳥取県Symfonie

名古屋市 4025 森岡輝雄 愛知県カテドラル

名古屋市 4044 渡辺一弘 愛知県サンフェリペ・ネリ教
会(メキシコ)

名古屋市 4045 石根三千代 愛知県貨物駅の片隅

名古屋市 2049 伊藤寿雄 愛知県母の像

名古屋市 75 長谷川よし美 愛知県穏やかな響き

名古屋市 4037 荒木典子 愛知県2016.真夏の鶏舎

名古屋市 4047 大場三男 静岡県雨の街角

名古屋市 2056 野村滋子 愛知県Family

名古屋市 4059 青山映子 東京都黒いコスチュームの少
女

名古屋市 4023 小島兼一 愛知県駅前のカルセール

岡崎市 307 高須雅治 愛知県アトリエの刻・春

岡崎市 6055 長坂千恵 愛知県ミコノスの昼下がり

一宮市 4010 安藤嘉一 愛知県土手の風景

一宮市 2055 伊藤常男 愛知県時空

春日井市 4012 河口幸子 愛知県町工場

春日井市 15 後藤　勉 愛知県画室にて

春日井市 4046 鈴木三枝 栃木県la　poupée

春日井市 2043 鈴木義伸 愛知県流木

春日井市 4017 西島正人 神奈川県登り窯

春日井市 4063 山本英之 愛知県雪の砕石場

碧南市 4065 杉浦春一 愛知県順風

刈谷市 2041 所　征男 岐阜県黄金花の園



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

豊田市 78 森木　明 静岡県城壁の街

豊田市 14 吉岡雄二 大阪府午後の軒下

小牧市 6053 朝日洋子 秋田県夏に想う

小牧市 4018 伊藤　隆 愛知県アルザス好日(牧場に
建つ教会)

小牧市 6057 服部則子 愛知県廃工場

稲沢市 4009 近藤憲男 愛知県雪国

尾張旭市 2051 岡田正己 愛知県消えゆく場所から

日進市 2047 木村忠史 愛知県光のとき

日進市 6058 山口繁雄 愛知県本日休診

海部郡大治町 4006 竹内　恵 三重県海のアンサンブル

知多郡美浜町 2044 川村のり子 愛知県温室

三重県 9( )

津市 4057 谷岡経津子 三重県晨(明け方)胡蝶蘭、乱
舞す

四日市市 2031 角間弘明 三重県白亜の母校

四日市市 2029 粕谷邦男 三重県パレードへ

四日市市 2032 川村隆夫 三重県ザグレブ大聖堂

四日市市 2034 小林正英 三重県深遠の風光

四日市市 2040 橋本美代子 三重県2番茶の頃

松阪市 2030 杉田公子 三重県大地からの贈り物

桑名市 333 山本浩之 三重県朝の雪

亀山市 2037 中田勝彦 三重県鶏舎

滋賀県 13( )

大津市 3035 清水佳代子 滋賀県高架沿の道



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

大津市 3045 田中　明 滋賀県時代の階

大津市 3098 原田たかし 滋賀県葦間・Reedy Edge 隆

大津市 3083 宮下陽子 石川県灯明

大津市 3087 森本克彦 兵庫県風薫る詩

彦根市 66 佐渡一清 滋賀県響

長浜市 3048 佃　常觀 滋賀県春雪('16)

近江八幡市 3037 杉本吉二郎 滋賀県京・壬生界隈

草津市 3013 岡島春美 滋賀県遠き日('16)

草津市 3041 田中　孝 広島県深閑-奥琵琶湖

草津市 3055 中村悦子 滋賀県水族館で

守山市 3046 田中知子 滋賀県悠久

甲賀市 3085 望月通代 滋賀県あやつり人形のうた

京都府 10( )

京都市 3003 鴨脚えり子 京都府冬過ぎる頃

京都市 3007 伊藤二三男 京都府ジゼル村娘

京都市 3092 吉田直未 滋賀県乙女の塔

京都市 3018 海田敬子 東京都ある日

京都市 3057 中村龍介　　 京都府夏の日

京都市 3078 前田福茂 福井県追想

京都市 299 阿部良広 宮城県Only Timeが聞こえる

綾部市 3059 野崎義典 京都府夏の終わり

亀岡市 3039 髙橋喜美子 滋賀県春の調べ

相楽郡精華町 3073 藤目尚江 兵庫県待つ(観光馬車)



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

大阪府 24( )

大阪市 3008 大木基彰 兵庫県花の耳飾り

堺市 1207 本田年男 熊本県いにしえのメロディー

堺市 3095 伊藤尚尋 和歌山県夢を追う旅人 久裕

堺市 64 上平澄江 北海道曙光

堺市 3088 山口好三 大阪府雨あがりの阪堺電車車
庫

岸和田市 3097 坂　恭子 大阪府熱帯の楽園

吹田市 3019 海部　洋 徳島県ある、アマチュアカメ
ラマンの思い出

泉大津市 308 西滝直人 大阪府ヴィーナスのあるアト
リエ

高槻市 41 藤川耕太郎 香川県漁を終えた明石港の午
後

高槻市 40 山本博男 三重県浜

高槻市 3094 吉田文弥 福岡県京・老舗

守口市 3038 世良ツヤ子 福岡県自画像

茨木市 1198 松木美子 京都府Chest

八尾市 45 小林晶子 大阪府叔父の遺品

八尾市 3072 藤田和章 大阪府朝のレッスン

泉佐野市 3006 絵本正子 和歌山県清風

富田林市 449 松尾文隆 徳島県ヴェネツィア・スケッ
チ

河内長野市 3096 才村　啓 大阪府微笑むあの日の思い出

和泉市 371 福島康廣 岡山県微風

和泉市 3077 前田多津子 鹿児島県花を持つ寿々の肖像

藤井寺市 59 田中建司 大阪府わだち

大阪狭山市 48 奥野良之 大阪府夢のあとⅡ



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

大阪狭山市 61 木谷　徹 千葉県湖沼

泉南郡熊取町 3033 佐竹美笑子 高知県赤いコスチューム

兵庫県 12( )

神戸市 4510 冨士佳勇 愛媛県荷車のある一隅

神戸市 1375 宇野孝之 兵庫県舞妓(笛)

神戸市 51 井藤雅博 大阪府丘への道

神戸市 1200 小林欣子 広島県糸あやつり

姫路市 3103 吉田　孝 兵庫県瀬戸の初秋

明石市 3106 崎谷桂子 広島県刻

芦屋市 3026 久保多貞夫 大阪府ぬかるみ道

三木市 170 岡田慶一 兵庫県白いベンチ

川西市 3031 小林鈴子 大阪府山上の昼下り

川西市 445 佐々木和子 群馬県花王

宍粟市 3104 志水和司 兵庫県朝霧彷徨

加東郡社町 168 加古博美 兵庫県HOLA(こんにちは)

奈良県 11( )

奈良市 3012 岡崎　浩 奈良県お地蔵さん

奈良市 3015 岡田俊一 奈良県讃仏

奈良市 3089 山田博司 大阪府奈良風景

大和高田市 1201 川田久世 奈良県転車台(ターンテーブ
ル)

大和郡山市 3052 寺岡克三 三重県溜り船

大和郡山市 3079 松浦國樹 奈良県白山神社のカツラ・新
緑

御所市 3056 永野泰章 岡山県ソレイユ



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

生駒市 3099 増田綾子 岐阜県残照の中

生駒市 3082 松本貴子 東京都Bard's Tale

葛城市 1202 植村隆久 奈良県Blanc d'Argent

北葛城郡上牧町 3020 河石正義 徳島県水門と滞船

和歌山県 5( )

和歌山市 22 榎本敬子 和歌山県凪の記憶'16

和歌山市 5034 西村廣子 福井県サイドボード

御坊市 304 阪本由捷 和歌山県残照

有田郡広川町 6027 板原敏子 徳島県蘇鉄のある風景

日高郡みなべ町 328 木下弘子 和歌山県ピエロのメロディ 小池

鳥取県 1( )

米子市 1416 入江康子 鳥取県街角

島根県 9( )

松江市 1361 菅井隆吉 島根県穏やかな日

松江市 1419 高橋健一 島根県家族

出雲市 1362 飯塚康弘 島根県赤い家

出雲市 1409 岩田悟 北海道象と飼育員

出雲市 1360 春日裕次 島根県胎動

出雲市 1349 金築秀俊 島根県GYM

出雲市 1348 福田佳史 島根県たたずむ

雲南市 1412 田部明芳 島根県扉

雲南市 1410 藤本雄二 島根県ポンプのある一隅

岡山県 23( )

岡山市 4523 池上わかな 岡山県息づく世界 藤原



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

岡山市 1386 上野留美 岡山県旅日記　'16夏

岡山市 1245 片岡恵子 岡山県協奏曲2016

岡山市 1102 加藤久子 岡山県残響

岡山市 4532 黒田保臣 岡山県砕石場残雪

岡山市 1383 河本昭政 岡山県室内

岡山市 1390 小塩　武 兵庫県ガード附近

岡山市 1365 関野智子 岡山県雨あがり

岡山市 1384 曽我部厚美 愛媛県オリーブ

岡山市 1061 谷　俊緒 岡山県梅雨の晴れ間

岡山市 553 常原佳子 岡山県海へ行く日に 小川

岡山市 1389 成本康子 岡山県駒ケ岳の新雪

岡山市 1387 藤原　博 岡山県悠久の時

岡山市 1372 筆保博文 岡山県ヴァカンス'16

倉敷市 1109 難波知津子 岡山県初夏

倉敷市 1376 吉岡真紀子 岡山県恋いし　ゆかし　なつ
かしき

玉野市 1215 北川直枝 岡山県湖畔の山藤

玉野市 1107 山本佳子 岡山県なつかしい風 山田佳子

高梁市 1216 森下修三 岡山県展示室

瀬戸内市 1382 奥田利勝 岡山県白無垢

瀬戸内市 1211 小林直明 岡山県オリーブ園

美作市 1350 妹尾美智子 岡山県農家の休日 妹尾美智
子

英田郡西粟倉村 1351 萩原純子 岡山県山道

広島県 35( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

広島市 6207 新田輝也 広島県花、春風

広島市 1099 渡部孝司 広島県記憶の扉へ

広島市 6203 大原良子 広島県ポスターの有る一隅

広島市 1465 黒木ゆり 広島県透明な時間

広島市 1092 佐伯育郎 広島県軍艦島・海神～
Neptune

広島市 6208 高山博子 広島県灯明

広島市 1164 社河内綾子 宮崎県赤い室 渋谷綾子

広島市 1438 藤川弘康 広島県茶箱に壺

広島市 6214 正守荘志 広島県炉

広島市 1439 宮本佳子 広島県午後

広島市 6215 坂上泰江 広島県潮の香

広島市 6217 下光康洋 広島県島の発電所跡　刻

広島市 6237 福本弥生 広島県time on the table

広島市 1163 迫田嘉弘 広島県悠久・白い町

広島市安佐北区 1407 住井ますみ 広島県ひとやすみ

広島市 6210 相本英子 広島県書斎の花

広島市 1448 恵木昌之 広島県ブルー・トレイン

広島市 6206 平　久美子 広島県白い村

呉市 1190 岡島真希 広島県愉 小川真希

呉市 6204 岡本隆寛 広島県土偶たち

呉市 6221 栗原誠子 広島県時と共に

呉市 6218 米今里恵 広島県街

呉市 6219 出来尾裕子 広島県尋海神・曙



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

尾道市 1159 村上選 広島県ミコノスの昼下がり

福山市 1122 内海洋江 広島県木洩れび

福山市 1149 卜部俊孝 広島県レリーフと兜

福山市 1165 卜部正行 広島県阿蘇山

福山市 1226 来山倫子 広島県光射すドーム

福山市 1192 木村照恵 広島県夏の頃

福山市 1103 高田恵子 広島県紫陽花の頃

福山市 6211 田辺康二 岡山県寂然

福山市 1116 縄稚誠基 広島県未来へ'16Ⅱ

廿日市市 1083 山口操 広島県ここから始まる

安芸高田市 1097 中土居正記 広島県再生・La pivoine

安芸郡海田町 1141 木村泰子 岡山県魚売り

山口県 3( )

岩国市 6232 浅野　岳 兵庫県漁村

周南市 1243 青山英和 山口県ひととき

大島郡周防大島町 1242 金元拓美 山口県刻

徳島県 6( )

徳島市 6029 黒﨑志郎 徳島県漁港の入江

阿南市 6031 霜田精奏 徳島県陽だまり 霜田精奏
(しもだ
きよふ

吉野川市 1137 河田　純 徳島県川辺春光

吉野川市 1138 河田安市 徳島県路

吉野川市 1173 下時治郞秀臣 徳島県水辺の情景

美馬市 1254 近藤克子 徳島県山村

香川県 2( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

高松市 4531 久保全一 香川県網

綾歌郡綾川町 4551 渡辺正幸 香川県丘の向うへ　シチリア

愛媛県 10( )

松山市 1133 白石美佐子 愛媛県花のころ

松山市 1140 砂田澄子 愛媛県マスケラ

松山市 1154 松原真紀 愛媛県アコーディオンのある
静物

八幡浜市 1167 菊池祥裕 愛媛県魚市競り

新居浜市 1160 合田定子 愛媛県大江 浜小屋

新居浜市 1178 北條喜美子 愛媛県案山子たち

西条市 1166 山本英夫 愛媛県遥か

四国中央市 1139 谷　晶子 愛媛県明日へ

四国中央市 1129 松木康弘 愛媛県森の入口

伊予郡松前町 1144 三好安奈 愛媛県公園

福岡県 9( )

北九州市 6006 波多野雅子 福岡県赤い網

福岡市 6022 篠原裕輔 福岡県鴨集散

福岡市 6043 瀧井利子 福岡県父のいた作業場　待つ

福岡市 6021 井上博元 福岡県作業の終った港のひと
とき

久留米市 6001 秋吉ヤス子 福岡県放課後

久留米市 6002 江口　登 福岡県ポスター（刻の旋律）

久留米市 6004 田中　慧 福岡県sign 工房

久留米市 4547 本村浩章 福岡県角島の海

太宰府市 6023 田籠紀久 福岡県ベイエリアの風景

佐賀県 2( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

佐賀市 6100 田中一利 佐賀県遠い空・遠い想い出

鹿島市 1089 髙嶋章一郎 佐賀県モビールで遊ぶ

長崎県 6( )

長崎市 1098 植山初枝 長崎県Tomorrow

長崎市 6138 佐藤徹子 長崎県窓辺

長崎市 6164 馬場和男 長崎県画室

大村市 6118 江口武志 長崎県南蛮の風Ⅱ～長崎から
～

大村市 6159 西永昇平 長崎県海辺の小さな駅

雲仙市 6141 柴﨑澄保 長崎県自分を信じて

熊本県 20( )

熊本市 6115 今利美咲 長崎県こころのどこかに

熊本市 6096 上野　豊 熊本県瀬戸内の島で

熊本市 6121 尾﨑史典 熊本県CAMERAMAN

熊本市 6125 柿本照子 熊本県十月

熊本市 6127 加藤久子 福岡県悠

熊本市 6101 田代晃三 熊本県六月の庭

熊本市 6104 二宮弘一 熊本県或る日

熊本市 6105 東　輝雄 熊本県廃車G28

熊本市 6108 横田テル 熊本県ルクソールにて

人吉市 6133 五島秀昭 熊本県流砂

荒尾市 6015 出口貴子 熊本県有明の朝 出口孝子

玉名市 6158 西川誠一 熊本県消えゆく

山鹿市 6014 小材啓子 宮崎県夏の朝



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身都道府県題名特選 新入選 本名

山鹿市 6013 小材啓治 熊本県馬と兵士のいる古墳

山鹿市 6017 星子喜代美 熊本県長月の頃

合志市 6012 鎌田雅臣 熊本県まなざし

下益城郡美里町 6010 三浦和昭 熊本県愛車

玉名郡長洲町 6016 中司逸樹 広島県出番を待つ

玉名郡長洲町 6026 宮原　清 熊本県糸杉

上益城郡御船町 6113 市原浩幸 熊本県あか牛

大分県 3( )

大分市 1094 森　洋一 大分県朝の市場

臼杵市 1077 吉田　定 大分県遠い日’16

杵築市 1238 手嶋哲也 大分県朽ちる’16

宮崎県 2( )

宮崎市 1241 二宮勝憲 宮崎県海-2016

宮崎市 6163 服部百合子 宮崎県廃校

鹿児島県 3( )

鹿児島市 6130 河野健一郎 鹿児島県いつもと違う道で

姶良市 6098 塩屋信敏 宮崎県南風(マングローブ再
生)

姶良市 6106 樋口文子 茨城県人形つかい '16

沖縄県 1( )

中頭郡北中城村 1340 玉城栄一 沖縄県宴の日
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