
1 大 　賞 ﾏｽｸⅦ アクリル S50 甲賀　保 静岡県焼津市

2 優秀賞 答えのない舞台の上で 油 　彩 S50 津田　光太郎 北海道札幌市

3 優秀賞 盲目なﾎﾞｰｲ 油 　彩 F50 八嶋　洋平 広島県広島市

4 佳　 作 世界の中心 油彩・アクリル S50 佃　彰一郎 茨城県日立市

5 佳　 作 もう傷つきたくない 油彩・混合テンペラ S50 島田　博雄 和歌山県和歌山市

6 佳　 作 孤影 油 　彩 S50 佐野　金継 大阪府八尾市

7 佳　 作 ﾌﾞﾙｰな男 アクリル・デジタルミクストメディア F50 Monzo　渡邉 山口県周南市

8 佳　 作 勢超 アクリル S50 井上　達也 神奈川県平塚市

1 賞候補 ﾔﾏｶﾐﾉ象 油 　彩 S50 飯村　優介 神奈川県横浜市

2 賞候補 店風景 水　 彩 F50 市川　貞夫 静岡県静岡市

3 賞候補 歓迎 油 　彩 S50 伊藤　晴香 愛知県安城市

4 賞候補 出来ること出来ないこと 日本画 S50 江藤　玲奈 富山県富山市

5 賞候補 棲家 油 　彩 S50 雄鹿　靖二 神奈川県相模原市

6 賞候補 窯D-1 日本画 116.7×111 カミムラ　ケイサク 東京都渋谷区

7 賞候補 のしてんてん龍 鉛　筆 F50 北籔　和（Waa) 大阪府泉南市

8 賞候補 ｷﾊﾞﾅｼｬｸﾅｹﾞ 油 　彩 S50 関　幾江 静岡県静岡市

9 賞候補 文字列の壁 ＣＧペイント F50 髙橋　文昭 東京都東久留米市

10 賞候補 Domani ミクストメディア S50 照山　ひさ子 東京都練馬区

11 賞候補 風景(回帰) アクリル F50 中島　愼一 滋賀県東近江市　

12 賞候補 混沌 油 　彩 F50 西野　公博 静岡県静岡市

13 賞候補 蠅の王 油 　彩 F50 原田　久万 長野県北佐久郡

14 賞候補 八月の天使 油 　彩 S50 福田　隆義 京都府舞鶴市

15 賞候補 夏の午後の夢 油 　彩 S50 眞下　典子 神奈川県藤沢市

16 賞候補 あめとほほえみ 油彩・テンペラ混合 S50 松原　修平 千葉県流山市

17 賞候補 夕日に立つ アクリル・油彩 S50 眞鍋　茂明 香川県三豊市

18 賞候補 私の育てた南瓜達 パステル 72.8×103 三上　清一 千葉県船橋市

19 賞候補 冬を開く ミクストメディア F50 三木　コヲジ 東京都国立市

20 賞候補 日本の景観30-1 アクリル S50 三村　亘 福岡県福岡市

1 入　選 潮騒 日本画 F50 秋山　淳 大阪府柏原市

2 入　選 夢のふちⅡ アクリル F50 安藤　はるか 奈良県生駒市

3 入　選 元旦浄火 ミクストメディア S50 池上　武男 長野県諏訪市

4 入　選 蛙森羅 テンペラ・油彩混合 F50 石野　善浩 兵庫県加西市

5 入　選 還る場所 アクリル 116.7×116.7 板垣　匠 新潟県村上市

6 入　選 ｶﾞﾗｽの棺 油 　彩 F50 浦田　明宏 静岡県静岡市

7 入　選 夢のあとに アクリル S50 江川　京子 大分県大分市

8 入　選 ﾔﾏﾀﾉｵﾛﾁ ミクストメディア 78.8×109.1 王田　土人 東京都大田区

9 入　選 顔 油 　彩 S50 大島　満男 岐阜県岐阜市

10 入　選 遠位端へ アクリル S50 太田　徹太郎 静岡県伊東市　

11 入　選 いとの秘密 ミクストメディア S50 大友　良江 秋田県秋田市　
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12 入　選 樹魂 水　 彩 F50 大西　隆夫 滋賀県大津市

13 入　選 仲冬 日本画 S50 大屋　初江 静岡県富士市

14 入　選 庭影 油 　彩 F50 小笠原　亮一 埼玉県入間市

15 入　選 あの夏の日 日本画 F50 尾形　良一 兵庫県加東市

16 入　選 生 油 　彩 F50 片山　紘子 神奈川県横浜市　

17 入　選 ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ像のある静物 油 　彩 S50 加藤　恒雄 静岡県静岡市

18 入　選 夏草 ペン画 72.8×103 門谷　京子 栃木県宇都宮市　

19 入　選 世界軸-山中他界- 日本画 S50 金子　朋樹 静岡県御殿場市

20 入　選 行方 アクリル S50 川崎　博 静岡県静岡市

21 入　選 巡る 日本画 S50 北村　康郎 静岡県沼津市

22 入　選 太陽の末裔 油 　彩 F50 木村　巴 東京都町田市　

23 入　選 BREAD･100 アクリル・パネル 110×116.7 倉田　和夫 茨城県龍ケ崎市

24 入　選 突然の非日常おちこち2017 アクリル 116×103 光山　茂 茨城県猿島郡

25 入　選 夜の化石公園にて アクリル F50 コスゲ　カズコ 京都府宇治市

26 入　選 そこにある1701 油 　彩 S50 後藤　龍二 大分県豊後大野市

27 入　選 One fine day 2018 油 　彩 S50 小平　功一 神奈川県厚木市

28 入　選 回想の輪舞 アクリル S50 斎木　敦智 兵庫県明石市

29 入　選 ﾍﾞﾅﾚｽの沐浴場 日本画 F50 佐々木　真士 京都府京都市

30 入　選 大ﾌﾞｷの下の世界 パステル F50 佐々木　武信 北海道中川郡

31 入　選 空ヲ映ス アクリル S50 杉村　清美 静岡県藤枝市

32 入　選 SEND アクリル S50 鈴木　由美 神奈川県平塚市　

33 入　選 めばえ 油 　彩 F50 田島　榮 高知県高知市

34 入　選 光と影 油 　彩 S50 多田　耕二 千葉県君津市　

35 入　選 すとれっち(祈り) ミクストメディア S50 田中　敬二 島根県大田市

36 入　選 三日月製作所 油 　彩 F50 栃尾　隆弘 兵庫県養父市

37 入　選 14日目の月 油 　彩 S50 豊澤　めぐみ 埼玉県志木市

38 入　選 水脈 アクリル・銀箔・墨 F50 内藤　範子 神奈川県鎌倉市

39 入　選 蓮池 アクリル S50 能祖　文雄 香川県高松市　

40 入　選 せかい ペン画・墨汁 P50 野中　洋一 石川県白山市

41 入　選 挽歌 油 　彩 S50 萩谷　かおる 神奈川県横浜市

42 入　選 出征の日(壊れたﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ) 油 　彩 F50 橋本　満弘 山形県西置賜郡

43 入　選 西浦 アクリル F50 船越　久和 静岡県掛川市

44 入　選 連 油 　彩 S50 星加　哲男 広島県呉市

45 入　選 休暇 油 　彩 S50 星野　寛 東京都墨田区

46 入　選 うしろ姿 油 　彩 F50 マサル・W 千葉県松戸市

47 入　選 穴まどひ 油 　彩 F50 松田　洋子 神奈川県川崎市

48 入　選 樹木の精 油 　彩 S50 松永　吉展 福岡県飯塚市

49 入　選 春の時間 油 　彩 S50 水田　大輔 静岡県伊東市

50 入　選 道のり アクリル S50 八木　満子 静岡県静岡市

51 入　選 蟷螂の斧 アクリル F50 山口　敏行 兵庫県三木市

52 入　選 漣 油 　彩 S50 湯澤　美麻 茨城県つくば市

53 入　選 ｶｵｽ 混沌から未来へ アクリル・アルミニウム F50 RITA　藤田 東京都調布市

54 入　選 ｶﾝﾊﾟﾈﾙﾗへの小舟 ペン画 F50 鷲巣　瑳環 静岡県静岡市


