
no. 審査結果 題名 作者名 住所

1 大賞 食卓の上の廃墟2017 山根 秀信 山口市

2 優秀賞 「hula」を始めた妻 印藤 恒夫 下関市

3 優秀賞 電波探知姫 牛尾 篤 山口市

4 優秀賞 liberty 太田 晃貴 山口市

5 優秀賞 Chiku Chiku Animals 2017 谷本 篤 周南市

6 優秀賞 植物幻視 吉見 健太郎 山口市

7 佳作 生命賛歌（four seasons） 阿部 睿子 山口市

8 佳作 水鏡 石井 直美 下関市

9 佳作 OKOSAMA MADE 大村 洋二朗 広島県

10 佳作 森のごちそう 岡本 よしろう 神奈川県

11 佳作 上昇草花文“歓喜の春” 國弘 均 周南市

12 佳作  林檎を食べないで～Adióｓ Kuro-chaｎ 國本 ゆうじ 萩市

13 佳作 神田日勝に魅せられて 小松 良治 岩国市

14 佳作 海の幸 -オレ達の仕事

佐藤 和成

久保田 祐樹

チームTAO

光市

15 佳作 静寂 皿田 和司 柳井市

16 佳作 いだく 白藤 さえ子 神奈川県

17 佳作 仏像 B 髙林 キヨ 岩国市

18 佳作 芽生える・2017 竹重 秀治 光市

19 佳作 プロムナード 竹下 和子 下松市

20 佳作 望郷（柳井市日積　大谷の棚田） 西本 富雄 柳井市

21 佳作 SHADES OF GREEN 浜桐 陽子 岩国市

22 佳作 空へ 松田 政道 下関市

23 入選 氷解模様 新井 正義 周南市

24 入選 いのちのゆくえ 伊賀 晶子 山口市

25 入選 未来への橋 石井 誠 岩国市

26 入選 さくら　1 石川 幸子 岩国市

27 入選 うらはら 稲田 絵美 宇部市

28 入選 「遠い記憶」昨今より 上本 ひとし 下松市

29 入選 千秋万古 梅田 綾香 広島県

30 入選 淡青釉鉢 岡田 泰 萩市

31 入選 Monaco 岡部 忠則 防府市

32 入選 薬づけ 岡本 国治 周南市

33 入選 病窓からのパノラマ 亀岡 早百合 岩国市

34 入選 大好物 河田 徹也 山口市

35 入選 寂静 -役目を終えて 黒田 悌弘 山口市

36 入選 漁民のうた こだま まこと 上関町

37 入選 あなたのような わたしのような  隨行 奏子 広島県

38 入選 萩窯変壺　「陽光の調べ」 杉岡 信義 防府市

39 入選 亀甲紋鉢 角屋敷 公子 周南市

40 入選 横綱四天王、新弟子の頃 ソにゃ～ル☆ホエゴ 宇部市
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41 入選 コスモス 竹内 久美子 宇部市

42 入選 匠 No-2 田畑 三男 周南市

43 入選 連山 土田 柾江 下松市

44 入選 海獣 徳田 和幸 下松市

45 入選 波際 中西 正 周南市

46 入選 萩御本手窯変彩壺 西林 美奈子 山口市

47 入選 霜天 西林 美奈子 山口市

48 入選 JO路の郷 林 由喜子 山口市

49 入選 萩白掛分花器 原田 雅子 山口市

50 入選 Domus de Janas -妖精の住処- ピビリ ロベルト 山口市

51 入選 炭化象嵌釉彩花器 藤井 謙次 萩市

52 入選 波の華 藤井 輝昭 周南市

53 入選 彷徨 藤田 正利 萩市

54 入選 収　穫 藤田 良 山口市

55 入選 かぜのすきま 松本 晃弘 山口市

56 入選 カイヂュウ　suit 村岡 真樹 下関市

57 入選

“Accident” Everything started with a simple image.

（「異変」すべては、一枚の画像から始まった。）

Monzo 渡邉 周南市

58 入選 箱町 山口 功 山口市

59 入選 遊々たるシーラカンス 遊 洋子 下松市

60 入選 花籠　蓮 吉崎 多喜子 田布施町

61 入選 ひらがな楽画 瑠璃子 光市


