
1 大 　賞 遊(落とし穴) S50 ミクストメディア 久保　輝秋 福岡県福津市

2 優秀賞 素晴らしき恩寵 S50 油 　彩 伊藤　晴香 愛知県安城市

3 優秀賞 はじまりは｡ F50 ミクストメディア 松田　玲子 愛知県名古屋市

4 佳　 作 ひまつぶし F50 日本画 山岸　翔 千葉県船橋市

5 佳　 作 野うさぎ F50 油 　彩 田井　亮 京都府久世郡

6 佳　 作 ENDLESS GAME P50 油 　彩 藤原　真一 静岡県静岡市

7 佳　 作 花行ｸ S50 水彩・アクリル 杉村　清美 静岡県藤枝市

8 佳　 作 荒地にて F50 油 　彩 庄司　健一 神奈川県藤沢市

1 賞候補 まわるかとぶか S50 アクリル 井上　達也 神奈川県平塚市

2 賞候補 夏･秋･やがて冬へ S50 ミクストメディア 岡野　亮介 茨城県筑西市

3 賞候補 再生への胎動 F50 ミクストメディア 紀井　學 神奈川県中郡

4 賞候補 BREAD･122 92×116.7 アクリル 倉田　和夫 茨城県龍ケ崎市

5 賞候補 突然の非日常-天災･人災 F50 アクリル 光山　茂 茨城県猿島郡

6 賞候補 刻の流れ F50 アクリル 推名　久夫 千葉県八街市

7 賞候補 行方 S50 油 　彩 田澤　優 神奈川県横浜市

8 賞候補 浜の花 S50 油 　彩 多田　耕二 千葉県君津市

9 賞候補 関心事 F50 油 　彩 谷口　立歩 茨城県つくば市

10 賞候補 樹齢2020年 S50 油 　彩 田畑　武雄 静岡県浜松市

11 賞候補 ふたり S50 油彩・アクリル 佃　彰一郎 茨城県日立市

12 賞候補 Yui 110×80 油 　彩 永田　秀孝 福岡県北九州市

13 賞候補 狭間 S50 油 　彩 萩谷　かおる 神奈川県横浜市

14 賞候補 明日に繋ぐ S50 テンペラ・油彩 林　寿朗 大阪府枚方市

15 賞候補 森の命 S50 アクリル 平田　利一郎 東京都新宿区

16 賞候補 特異点 F50 油 　彩 平野　良光 鹿児島県大島郡

17 賞候補 密談 S50 油 　彩 星加　哲男 広島県呉市

18 賞候補 ふる里 S50 ペン画 本田　照男 静岡県沼津市

19 賞候補 眠る芋 F50 油 　彩 松永　吉展 福岡県飯塚市

20 賞候補 おにぎり S50 アクリル 宮下　泉 東京都世田谷区

21 賞候補 F=ma F40 日本画 外海　文武 静岡県浜松市

22 賞候補 order S50 油 　彩 南波　久 東京都台東区

23 賞候補 悲しみの女 F50 アクリル・油彩 星野　新一 東京都大田区

24 賞候補 唇魔人 S40 ミクストメディア Monzo　渡邉 山口県周南市

1 入　選 人生の公園 F50 アクリルガッシュ 青木　一也 東京都葛飾区

2 入　選 太陽の詩 S50 油 　彩 赤間　龍太 長崎県長崎市

3 入　選 うつれり S50 アクリル 阿曽沼　明 神奈川県横浜市　

4 入　選 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｲﾃﾞｽ S30 版 　画 五十嵐　藍 東京都台東区

5 入　選 あそぶ F50 水　 彩 市川　宏洋 静岡県静岡市

6 入　選 人形師 F50 水　 彩 市川　貞夫 静岡県静岡市

7 入　選 雨のち緑｡ S50 油 　彩 伊藤　めぐみ 愛知県豊橋市

8 入　選 信頼できない語り手 F50 油 　彩 今井　宏 静岡県藤枝市
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9 入　選 池魚胡淵 F50 油 　彩 大木　綾 東京都杉並区

10 入　選 無歯顎提上ｴﾅﾒﾙ質疑 S50 油 　彩 太田　徹太郎 静岡県伊東市

11 入　選 俄雪 S50 ミクストメディア 大友　良江 秋田県秋田市　

12 入　選 生 F50 油 　彩 片山　紘子 神奈川県横浜市

13 入　選 重力の虹 ME,MYSELF AND I S50 アクリル・墨 楠森　總一郎 東京都目黒区

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

15 入　選 Happy forever S50 油 　彩 小平　功一 神奈川県厚木市

16 入　選 ElysionⅢ S50 油 　彩 小牟禮　雄一 鹿児島県姶良郡

17 入　選 雨上がり(生きる) S50 油 　彩 佐藤　信夫 静岡県静岡市　

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

19 入　選 smooch F50 アクリル 清水　円加 東京都世田谷区

20 入　選 出口のない海Ⅲ F50 油 　彩 鈴木　惇介 静岡県菊川市

21 入　選 兎菊 F50 油 　彩 関　幾江 静岡県静岡市

22 入　選 地の刻印 F50 コンピュータペイント 髙橋　文昭 東京都東久留米市

23 入　選 時の行方 F50 アクリル 瀧　貴美枝 静岡県静岡市

24 入　選 境界 100×100 水性木版画 瀧　千尋 東京都町田市

25 入　選 祈り F50 ミクストメディア 田中　敬二 島根県大田市

26 入　選 風景(昔日) F50 アクリル 中島　愼一 滋賀県東近江市

27 入　選 Mと山百合 F50 アクリル 永田　義信 千葉県八街市

28 入　選 置 S50 水　 彩 長野　哲也 静岡県牧之原市

29 入　選 跫音 S50 油 　彩 中村　龍弥 茨城県鹿嶋市

30 入　選 興奮するdish S50 アクリル 原　真吾 神奈川県横浜市

31 入　選 試行錯誤の結末は･･･ S50 ミクストメディア 藤ケ森　勉 静岡県富士宮市

32 入　選 tableau2020-01 S50 油 　彩 藤森　哲 埼玉県南埼玉郡

33 入　選 水色をつかむ人 S50 アクリル 古田　真理子 埼玉県さいたま市

34 入　選 未空間･I 112×116.7 ミクストメディア 古谷　一規 京都府京都市　

35 入　選 0時の壁･月あかり S50 ミクストメディア 古谷　幸明 山口県宇部市

36 入　選 waiting time S50 油 　彩 星野　寛 東京都墨田区

37 入　選 Der Tiger und seine Abarten ≫Heinrich≪ S50 アクリル・色鉛筆・マーカー 保富　仁之 和歌山県田辺市　

38 入　選 BA･E･RU? S50 油 　彩 眞下　典子 神奈川県藤沢市

39 入　選 境界 S50 アクリル・油彩 真鍋　茂明 香川県三豊郡

40 入　選 地の声海の音 F50 ミクストメディア 水田　大輔 静岡県伊東市

41 入　選 歩道橋からの眺め F50 水彩・鉛筆 吉見　麻妙 兵庫県尼崎市

※本人の希望により１作品非掲載


