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氏名 年齢 作品名 種別 都道府県

青島 郷子 76 祖母の肖像 パステル 神奈川県

明石 泰一 70 雪景色 水彩 長野県

安部 あけ美 72 豊夢風景 吉祥絵の具 大分県

あべ おさむ 73 奥山にて アクリル画 長野県

阿部 香 85 こ・れ・か・ら 油彩 東京都

池田 和子 82 胸に小鳥を飼う少年 テンペラ・板 東京都

石原 晨也 89 カニ喰うカキ 水墨画 愛知県

石原 久男 96 牡丹 水墨画 長野県

磯部 和久 79 潜在観念(無相) アクリル画 愛知県

板岡 功雄 84 チーム桃太郎の挑戦 水彩、コラージュ 神奈川県

市川 彰 70 はぁもにぃⅡ 版画 岐阜県

一條 満二 89 激 水墨画 千葉県

岩﨑 貞男 85 豊饒の大地 アクリル画 埼玉県

岩﨑 とみ 88 鹿の散歩 水彩 千葉県

内田 信 92 絆 アクリル画 東京都

梅津 千代子 79 ベジ会議だよー全員集合 水彩 福島県

小穴 竹豊 96 青い船 油彩 長野県

大方 悦子 79 Black cat
アクリル画、コラージュ、
ミクストメディア

神奈川県

大澤 征治 78 消えそうな路地裏 油彩 千葉県

大野 健一 87 明日へ パステル 神奈川県

岡本 家久生 85 月傾きぬ　No.6 油彩 奈良県

小川 耀平 86 希望－春遠からず 油彩 長野県

鎌倉 太一郎 75 明日への祈り 油彩 長野県

上條 誠 74 おばあちゃんの昔話 水彩 長野県

川村 政美 79 こ・と・し・も・さ・い・た 油彩 長野県

窪田 多嘉 77 ゆるされるなら、空を飛ぶ愛を 水彩 埼玉県

久保原 武子 88 色めく山 油彩 長野県

栗崎 康平 77 祈 クレヨン 千葉県

桑畑 和生 71 山への道 油彩 岩手県

甲賀 保 72 マスクXⅥ アクリル画 静岡県

小島 富司 75 芳醇な香りに包まれて パステル 神奈川県

小林 次男 71 MONUMENT'13-J 版画 山梨県

小堀 秋 75 老象 ミクストメディア 神奈川県

齋藤 致 93 予言 水彩 栃木県

斉藤 幸男 78 漁港 油彩 千葉県

笹岡 照子 77 三月十日の観音さま 版画 神奈川県

佐々木 和美 75 Birth アクリル画 広島県

志賀 きよし 86 山の絵葉書 コラージュ 東京都

柴山 禄楓 82 あの山へ 油彩 栃木県

清水 邦雄 79 左宮 油彩 鳥取県

霜鳥 忍 75 深秋 日本画 神奈川県

菅原 平治 81 店仕舞い風化の跡 油彩 千葉県
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杉 哲夫 73 古事記絵図 水彩 神奈川県

須藤 啓子 70 一年 油彩 秋田県

高口 勤 80 雪の中の疾走 油彩 北海道

武井 常雄 76 ファミリーツリー「家族」 水彩 東京都

田中 紀代美 71 家族の絆 油彩 兵庫県

田中 稔 76 午後のひととき 油彩 静岡県

近澤 千恵 73 アザミ 版画 愛知県

寺下 翠 70 惑星の森 鉛筆、水彩 長野県

鳥巣 淑子 88 雲外蒼天 水彩 大阪府

中村 博之 77 空中ブランコのダンサーたち 水彩 神奈川県

中村 元英 93 安曇野の風景 色鉛筆 長野県

那須 弘司 78 母さんと 油彩 長野県

西原 雄二 73 kalasawa 水彩 長野県

野村 由美 72 雪吊り 切り絵 兵庫県

野村 亘 74 myポストカード49 パステル 神奈川県

橋本 ひとみ 74 蓑虫の森 アクリル画 京都府

林 美智子 78 鯨にのって空を翔ぶ-2022 水彩、色鉛筆 茨城県

早瀬 芙美子 79 森の主 油彩 大阪府

速水 基司 76 どうしよう 版画 愛知県

原 元勝 88 Soleil d' hiver 油彩 長野県

日留川 美和子 75 脈脈と…… 水彩 長野県

藤谷 實 88 夜明 日本画 広島県

藤原 美江 81 祈る 鉛筆 東京都

堀内 一光 92 夜の駅構内 アクリル画 長野県

間紀 徹 95 筍 油彩 長野県

増田 史男 78 1200年の伝統を次世代へ 日本画 兵庫県

松井 二郎 73 スイマー 油彩 長野県

松村 芳明 88 手毬唄 油彩 石川県

松本 秀男 87 初雪の山門 水墨画 岐阜県

宮坂 忠篤 83 逆立ち 油彩 東京都

宮下 豊輔 90 スペイン　丘のある風景 油彩 長野県

村瀬 征三 80 大運河 版画 神奈川県

望月 太門 86 明日に繋ぐ 油彩、パステル 長野県

森田 幸 87 この道は 日本画 高知県

弥永 幸男 100 耳納連山裾野 水墨画 福岡県

柳澤 房芳 100 原点に還る アクリル画 長野県

山口 修 76 ずーとまえ 油彩 東京都

山路 徹 82 変貌骸骨遊園地 油彩 岐阜県

山田 和夫 82 我が像 油彩 長野県

米澤 俊 84 島からの便り 油彩 和歌山県

渡邊 和子 81 能取湖サンゴ草 アクリル画 愛知県

渡部 和夫 79 両者の平和 水彩 東京都


