
1 風景 山根秀信 山口市 大賞
2 淡青釉鉢 岡田　泰 萩市 優秀賞
3 へこまない 境　清子 宇部市 優秀賞

4
3TENTS BY THE RAILWAY OF
UNIVERSE　（銀河鉄道沿いの3つのテ
ント）

桑迫　賢太郎 長崎県 優秀賞

5 津波 花田博通 下関市 優秀賞
6 夏の記憶 米村美真代 山口市 優秀賞
7 憎しみの連鎖 井岡義朋 山口市 佳作
8 鎮守の森 石井　誠 岩国市 佳作
9 花 いずみまさし 下関市 佳作

10 いっちゃうぞ！バカヤロー！ 絵奈パパファミリー 光市 佳作
11 地底の花 岡村京子 光市 佳作

12
デッサン集(No.1)
えんぴつ・ペン画スケッチノートNo.2～20

岡本正和 宇部市 佳作

13
キノコヲツクルヒト
CURTID ORE DE HONGOS

金子　司 萩市 佳作

14 菊花 北山　滋 柳井市 佳作
15 昇華のように 木本多津子 周南市 佳作
16 フィルム・モア・グラフティ 國本ゆうじ 萩市 佳作
17 炎舞器 渋谷英一 萩市 佳作
18 足もと 椙山奈津子 広島県 佳作
19 ひらくによる’　望 竹重秀治 光市 佳作
20 雪峰 谷口　稔 宇部市 佳作
21 咲いた花 手嶋大輔 福岡県 佳作
22 潮紋 中西　正 周南市 佳作
23 メカニズム 中本智子 宇部市 佳作
24 秋吉譜 西岡康雄 光市 佳作
25 霧の雫 西林美奈子 山口市 佳作
26 木☆月 原田章子 山口市 佳作
27 守口のプール　山口の寺 美藤信市 山口市 佳作
28 泉（3-1） 廣澤　仁 東京都 佳作
29 化粧 藤井一喜 周南市 佳作
30 のびる 保手濱拓 山口市 佳作
31 “のあ”ってつぶやく 増野弘己 下松市 佳作
32 Mへ 松本晃弘 山口市 佳作
33 種 森野清和 下関市 佳作
34 会場 山下哲郎 周防大島町 佳作
35 幾何学文化粧抜四方器 山下正子 山口市 佳作
36 電話ごっこ 山下眞麗子 広島県 佳作
37 The Voice 山根麻文美 田布施町 佳作
38 composition 山本恵子 岩国市 佳作
39 私を墓に連れてって（英雄） 祐源紘史 広島県 佳作
40 ArPaの呟き 義永洋之 光市 佳作
41 生命体 吉見健太郎 山口市 佳作
42 純粋な想像力 吉村大星 山口市 佳作
43 はじくかたちから 阿部智子 周南市 入選
44 未来への遺物 井岡義朋 山口市 入選
45 人形 いずみまさし 下関市 入選
46 想（月） 一瀬章雄 下関市 入選
47 夕暮れの秋 井上　馨 周南市 入選
48 夏至の森 井上千秋 下関市 入選
49 小さな思いやり 井上雪人 岩国市 入選
50 月の雫 岩田一男 山口市 入選
51 命 絵奈パパ 光市 入選

52 記憶の回路－終リナノカ、始マリナノカ
逢坂日出夫・田中
ミノル

平生町 入選

53 銀杏落葉 大田忠興 光市 入選
54 海辺の夏 大矢根京子 福岡県 入選



55 祝島の夕景 岡キクエ 光市 入選
56 清蓮（プンダリーカ） 岡﨑郁子 美祢市 入選
57 再起 岡田隆志 山口市 入選
58 うさぎ 岡野幸絵 宇部市 入選
59 ミズノヤサシサトオソロシサ 岡村邦彦 山口市 入選
60 終宴 岡本国治 周南市 入選
61 白釉大壺 岡本幸惠 宇部市 入選
62 つ・な・ぐ 小川基博 防府市 入選
63 声明序曲（菩薩襖絵風仕立） 金谷　実 島根県 入選
64 護法神 金谷　実 島根県 入選
65 菩薩半跏像 金谷　実 島根県 入選
66 花入 兼子俊英 萩市 入選
67 古都 金子建二 山口市 入選
68 黒彩漣文鉢 兼田知明 萩市 入選
69 不安定からの安定 兼原啓二 防府市 入選
70 彩片象嵌花器 河野卓雄 防府市 入選
71 II. mudai 河村ゆみ子 萩市 入選
72 Life Love Life 河村竜司 周南市 入選
73 絶やさない、ということ。 神原城夏 周南市 入選
74 ホントハフツーニサキタイ 神原城夏 周南市 入選
75 闘う 岸田照己 山陽小野田市 入選
76 古代へ誘う 北川敏治 下松市 入選
77 天地蠢動 木原亜紀 山口市 入選
78 鎮魂 木本多津子 周南市 入選
79 海に生きる（上関漁港） 日下　章 柳井市 入選
80 黒熔台座 國澤　啓 周南市 入選
81 なごみ 玖村淳子 光市 入選
82 カウボーイ 神徳秀夫 山口市 入選
83 Absolute romanticism 粉川翔之助 大阪府 入選
84 だい９　かんきのうた 児島正晴 宇部市 入選
85 春花繚乱 厚東孝明 萩市 入選
86 山里草華夢 佐伯千尋 山口市 入選
87 かそけき音 佐伯千尋 山口市 入選
88 落陽のハーモニー 栄田章子 下関市 入選
89 忘れない！ 佐々木啓子 山陽小野田市 入選
90 その声を、その響きを 宍戸　純 広島県 入選
91 束ねる 島田智枝 岩国市 入選
92 砂礫肌炭化窯変扁壺「護」 嶋本葉介 宇部市 入選
93 連絡船が出た後 城　勝邦 周南市 入選
94 スピーチのための原稿 白木靖子 下松市 入選

95
一個一個の積重ねで新たなくつろぎ空
間を

新谷啓二 防府市 入選

96 萩化粧皿 末永奈緒子 山口市 入選
97 灰被窯変壷 杉岡信義 防府市 入選
98 風景（ラベンダ） 角屋敷公子 周南市 入選

99
It was made most. It was used most.
People were killed most.

高木　優 山陽小野田市 入選

100 浸蝕 竹増陽子 広島県 入選
101 補色の旋律 田中計江 周南市 入選
102 本能の赴くままに 田中久美 防府市 入選
103 四季幻墨華図 谷本篤泉 田布施町 入選

104
アルパカさん登り-初心者コース・中級
者コース・上級者コース

谷本　篤 田布施町 入選

105 宇宙の渚 田畑三男 周南市 入選
106 missing lines 田村千晶 光市 入選
107 僕の動物園 徳原　望 周南市 入選
108 時の海道 戸田寛子 宇部市 入選

109 静かな部屋－少し休ませて
友澤邦昭　久保優
子　定時制グルー

光市 入選



110 愛 鳥本雅代 下関市 入選
111 岩場（山陰海岸） 長田　茂 山口市 入選
112 縁起－離れて・また・つながる－Ⅰ 中谷碧都梨 下関市 入選
113 水の流れ 永冨賢治 宇部市 入選
114 うず潮 中西　正 周南市 入選

115
あなたが共感する絵はどちら？
「上臈道中Ａ」「上臈道中Ｂ」

中野速美 下関市 入選

116 絆　311 中村昭明 周南市 入選
117 花の大地 中村伸子 福岡県 入選
118 蝸角之争 西村美恵子 下関市 入選
119 錯綜の果て 根賀八主彦 山陽小野田市 入選
120 育つ 花田博通 下関市 入選
121 不恐孤独 花田博通 下関市 入選
122 冬夜 原　江山 岩国市 入選
123 蘖 原　江山 岩国市 入選
124 想い 原田雅子 山口市 入選
125 crazy-bubble 11-12 平田詩織 福岡県 入選
126 space 平田隆宏 愛知県 入選
127 ビオトープ（1997.FUKUSHIMA） 深田佳心 山口市 入選
128 夕霧湧く 福田　武 宇部市 入選
129 どうしていつも 藤井宗男 周南市 入選
130 着衣 藤冨育雄 岩国市 入選
131 関門アフロディーテ（火の山より） 前野法広 下関市 入選
132 雨あがり 松浦　孝 福岡県 入選
133 白磁流水紋鉢 松尾優子 萩市 入選
134 山頭火　Ⅰ 松田政道 下関市 入選
135 Fへ 松本晃弘 山口市 入選
136 アウトサイド歩 松本一雄 下関市 入選
137 11月の蚊 眞鍋真澄 宇部市 入選
138 本当は6本だった 三浦朋子 周南市 入選
139 また殺してあげる 三浦ひろこ 山口市 入選
140 光と水のシンフォニー 三浦玲子 萩市 入選
141 上を向いて歩こう 村中　寛 岩国市 入選
142 8月の使者 守山幸伸 宇部市 入選
143 囁・囁 柳　修治 防府市 入選
144 楽しい仲間 山科君代 山口市 入選
145 葡萄 山本和樹 下関市 入選
146 こ・こ・ろ・模・様 山本尚明 防府市 入選
147 レクイエム 吉田　進 岩国市 入選
148 偏在 吉谷正行 美祢市 入選
149 プレゼント 鷲見奈緒 宇部市 入選


