
1 大 　賞 憤怒 油 　彩 F50 木村　巴 東京都町田市

2 優秀賞 COSMOS FACTORY 油彩・アクリル F50 楠森　總一郎 東京都大田区

3 優秀賞 ﾌﾞﾙｰの在る通り 油 　彩 S50 服部　篤浩 東京都羽村市

4 佳　 作 夏日 卵黄テンペラ P50 福田　隆義 京都府舞鶴市

5 佳　 作 Butterfly 油 　彩 S50 伊藤　晴香 愛知県安城市

6 佳　 作 貯水槽の林檎 油 　彩 P50 橋本　満弘 山形県西置賜郡

7 佳　 作 ｶﾗｽといた日 日本画 S50 永井　祥浩 埼玉県鴻巣市

8 佳　 作 物語 油 　彩 S50 クサガヤ　フミヤス 静岡県静岡市

1 賞候補 球体の思慕 アクリル F50 アサヒ 静岡県沼津市

2 賞候補 倏 油 　彩 S50 小笠原　亮一 埼玉県入間市

3 賞候補 日本の風景 アクリル S50 三村　亘 福岡県福岡市

4 賞候補 Water 日本画 S50 大山　直人 千葉県千葉市

5 賞候補 切株 油 　彩 S50 雄鹿　靖二 神奈川県相模原市

6 賞候補 Green Story No15 Woman-G 版 　画 100×100 小田　淑郎 静岡県浜松市

7 賞候補 静かな旋律 油 　彩 S50 加藤　正悟 東京都目黒区

8 賞候補 黒い大地(福島への告白) 油彩・アクリル S50 金澤　隆二 茨城県土浦市

9 賞候補 突然の非日常 アクリル F50 光山　茂 茨城県猿島郡

10 賞候補 それぞれの秋 油 　彩 S50 中村　葉子 静岡県静岡市

11 賞候補 ごはんの支度 水　 彩 103×73 ねね　のりこ 大阪府大阪市

12 賞候補 黒い鳥の風景 ペン・墨汁 F50 野中　洋一 石川県白山市

13 賞候補 週末ｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑ アクリル・ペン S50 本郷　正典 富山県高岡市

14 賞候補 0時の壁･月の中 水彩・アクリル・コラージュ・鉛筆 S50 古谷　幸明 山口県宇部市

15 賞候補 朽ちゆく 日本画 F50 岡﨑　夏海 東京都渋谷区

16 賞候補 あ･うん-2015 油 　彩 F50 田島　榮 高知県高知市

1 入　選 Since ancient times(10) 日本画 F50 熱田　守 兵庫県加古郡

2 入　選 降時 ミクストメディア S50 池上　武男 長野県諏訪市

3 入　選 ｺﾚｸﾀｰ(雪文様) 水　 彩 F50 市川　貞夫 静岡県静岡市

4 入　選 勢超 アクリル S50 井上　達也 神奈川県平塚市

5 入　選 宇治の雪山 アクリル 100×75 植木　善三郎 京都府宇治市

6 入　選 TABIDACHI アクリル S50 大泉　佳広 宮崎県宮崎市

7 入　選 冬の陽 アクリル S50 岡野　亮介 茨城県筑西市

8 入　選 乱舞 ペン画 72.8×103 門谷　京子 栃木県宇都宮市

9 入　選 真移子 六歳 油 　彩 S30 神谷　久子 愛知県一宮市
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10 入　選 証言者･記憶の風景 ミクストメディア S50 川井　雅樹 茨城県日立市

11 入　選 ずｰっと｡ﾋﾄに会っていません｡ ミクストメディア F50 紀井　學 神奈川県中郡

12 入　選 のしてんてん｢命の道｣ 鉛筆 F50 北藪　和（Waa) 大阪府泉南市

13 入　選 かいがん 油彩・ミクストメディア F50 久保田　敬一 埼玉県上尾市

14 入　選 仲秋の陽 日本画 S50 公文　史枝 静岡県熱海市

15 入　選 おりがみできた 日本画 S30 佐野　洋子 静岡県富士市

16 入　選 零(ｾﾞﾛ)の風景 油彩・アクリル F50 澤田　浩明 滋賀県守山市

17 入　選 迷子になって｡ 油 　彩 S50 鈴木　ほのみ 岐阜県恵那市

18 入　選 節制の線 2707 ドローイング 94×87 SEO　HYE 東京都立川市

19 入　選 無題 アクリル・紙 110×81 瀧田　紀子 静岡県静岡市

20 入　選 KITTE 油 　彩 F50 多田　耕二 千葉県君津市

21 入　選 らんなぁず ミクストメディア 113×116.7 田中　敬二 島根県大田市

22 入　選 adolescence アクリル P50 辻　泰子 大阪府池田市

23 入　選 Drop 日本画 S50 外海　文武 静岡県磐田市

24 入　選 雨餘 アクリル F50 内藤　範子 神奈川県鎌倉市

25 入　選 風景(時の営み) アクリル F50 中島　愼一 滋賀県東近江市

26 入　選 館 油 　彩 S50 中森　順一 和歌山県和歌山市

27 入　選 雨模様 油 　彩 M50 南波　久 東京都台東区

28 入　選 祀られる芋 油 　彩 S50 松永　吉展 福岡県飯塚市

29 入　選 染まる糸 日本画 S50 松村　侑紀 静岡県富士市

30 入　選 TRAVEL 版 　画 S50 山下　哲郎 山口県大島郡

31 入　選 修理屋さん 油 　彩 F50 山本　文昭 兵庫県川辺郡

32 入　選 赤い服の女性 油 　彩 F50 吉見　麻妙 兵庫県尼崎市　


