
氏名 性別 年齢 作品名 種別 都道府県

青井　トシ子 女 93 み.な.も アクリル画 愛知県

浅野　紘史 男 76 海の亀たち アクリル画 京都府

浅野　モオム 男 70 サンバ アクリル画 岐阜県

池田　マコト 男 77 想い出のコデロ小学校 水彩 神奈川県

石橋　洋一 男 84 春よ来い 版画 青森県

磯部　和久 男 75 潜在観念（変様） アクリル画 愛知県

板垣　昭助 男 91 花嫁選びはくじ引きで 水彩 山形県

伊藤　武夫 男 76 早春 水彩 神奈川県

小穴　竹豊 男 92 船 油彩 長野県

大方　一三 男 74 夏の想い アクリル画 神奈川県

大方　悦子 女 75 私の空間 アクリル画、ミクストメディア 神奈川県

おおすが　凡 男 95 永遠の愛 アクリル画 長野県

小川　耀平 男 82 「生きる～待春」 油彩 長野県

長田　初美 女 74 「かっこいい！」あの頃の君 アクリル画 長野県

小田　一吉 男 75 未知への兆 日本画 福岡県

尾田　千里 女 77 夜の庭 コラージュ 岐阜県

小田井　肇 男 81 仐寿の姿形 日本画 愛知県

加藤　満 男 84 香気 版画 愛知県

蒲田　宏 男 81 白の記憶 油彩 神奈川県

上谷　堅士 男 81 調和 油彩 千葉県

川口　千賀子 女 70 ナッキー 日本画 大阪府

川原　富貴子 女 91 三徳山投入堂 ちぎり絵 鳥取県

楠木　由子 女 79 部屋 日本画 広島県

具足　佳子 女 78 ちょっと休憩　 水彩 長野県

栗原　忠兵衛 男 74 「病は気から」 油彩 埼玉県

黒柳　満 男 83 早暁の五竜岳と鹿島槍 油彩 東京都

小林　尚武 男 74 静寂の朝Ⅲ 水墨画 山梨県

小堀　秋 男 71 私はだあれ！ アクリル画 神奈川県

小松　紘一 男 74 大王 アクリル画 長野県

近藤　猛彦 男 73 郷愁の道しるべ地藏まつり 水彩 新潟県

坂田　千惠子 女 75 なまけものになった私、75才 パステル 大阪府

佐藤　幸雄 男 77 刻の絆 アクリル画 新潟県

佐野　登美子 女 78 アッ　散歩してる！！ アクリル画 埼玉県

澤柳　史子 女 94 霧氷幻想(第五番） 水彩 長野県

柴田　正雄 男 92 日本の美しい屋根 水彩 東京都

島谷　三千男 男 78 青写真から現場へ（回想） 油彩 岐阜県

霜鳥　忍 男 71 枯れゆくも　をかし 日本画 神奈川県

下畑　裕儀 男 90 祭の姉妹 貼り絵 埼玉県

新崎　綾子 女 77 緑の彩り 油彩 岐阜県

第８回 老いるほど若くなる　【入選７７点】
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菅原　平治 男 77 高原牧場 油彩 千葉県

杉本　幹夫 男 79 老夫婦 油彩 滋賀県

鈴木　貞夫 男 82 誇り（相馬、神旗争奪戦） 日本画 福島県

染谷　愛子 女 72 不思議なストーリー(Ⅱ) 水彩 栃木県

髙山　多美子 女 73 なお輝やいて アクリル画、コラージュ 三重県

滝塚　さや子 女 82 凜として 日本画 愛知県

竹本　年男 男 97 花のかおり 油彩 山口県

田中　俊夫 男 77 長門峡切籠切窓 水彩 山口県

千種　和子 女 95 はな コラージュ 埼玉県

坪井　礼子 女 72 15才の美術室 油彩 北海道

寺井　壽一 男 75 秋の訪れ 油彩 島根県

堂坂　信子 女 73 冬を感じて・・・・・。 色鉛筆 北海道

鳥巣　次郎 男 95 京都南禅寺 水彩 大阪府

豊﨑　洋子 女 76 秋まつり 水彩 兵庫県

中井　嘉代子 女 74 花はどこへ行った！ アクリル画、ミクストメディア 埼玉県

中村　石浄 男 81 それ行け　松本山雅 アクリル画 長野県

中村　幸江 女 75 老いる程みんなで動けば怖くない 油彩 福岡県

西川　光三 男 76 視 ペン画 東京都

野口　美佐子 女 80 六歳の記憶 アクリル画 広島県

後出　邦子 女 78 巡る 油彩 石川県

波左間　啓生 男 87 GANBARU・ＭＡＮ 油彩 福岡県

黛　一子 女 75 オニヤンマ アクリル画、コラージュ 埼玉県

宮坂　忠篤 男 79 笑う自画像 油彩 東京都

宮崎　和明 男 79 53年の肖像（お空の上にいるよ お母さん） 油彩 長野県

宮澤　彌介 男 75 楽しい家族旅行 油彩 愛知県

宮田　耕治 男 85 春を待つ 油彩 長野県

百崎　三郎 男 84 富嶽 油彩 愛知県

森口　益吉 男 78 簀の子に 水彩 長野県

森元　みなみ 女 77 りのちゃんの夏 日本画 長野県

谷嶋　孝久 男 79 ドリームの森の中で 油彩 茨城県

安井　昭二 男 82 古都 版画 三重県

弥永　幸男 男 96 耳納連山の麓 水墨画 福岡県

山下　健治 男 78 北海道地震 油彩 和歌山県

山田　和夫 男 78 我が像－Ｋ 油彩 長野県

山本　泰彦 男 76 走れ！山笠 油彩 神奈川県

吉田　敏子 女 70 Forest 版画 北海道

依田　直行 男 81 絵の仲間 油彩 長野県

米田　俊一 男 73 小春日和の河畔 水彩 山口県


