
no. 審査結果 題名 作者名 住所

1 大賞 　椹野川沿いのイノシシの行進 　ピビリ ロベルト 　山口市

2 優秀賞 　Walking in landscapes. 　大庭 孝文 　広島県

3 優秀賞 　The Progressive form 　城 勝邦 　周南市

4 優秀賞 　広島三景 　田中 崇稔 　広島県

5 優秀賞 　岩国の楠 　藤本 スミ 　岩国市

6 優秀賞 　小春日和の下で・・・（一の俣にて） 　前野 法広 　下関市

7 佳作 　平成・贋作・転生 　井岡 義朋 　山口市

8 佳作 　草書千字文 　月原 燁河 　柳井市

9 佳作 　暗夜の滝 　石原 次雄 　宇部市

10 佳作 　刻・在 　一瀬 章雄 　長崎県

11 佳作 　オレンジな郷のお祭り風景 　レ昇る 　山口市

12 佳作 　農景 　上本 ひとし 　下松市

13 佳作 　アカルイミライ 　太田 晃貴 　山口市

14 佳作 　Trace the truth 　大村 洋二朗 　広島県

15 佳作 　糸彩 　小川 基博 　防府市

16 佳作 　能面根付 　小野 茂紀 　山口市

17 佳作 　記憶 　河野 孝文 　光市

18 佳作 　人類へⅡ 　古賀 隆光 　宇部市

19 佳作 　万万千千 　進 ミツ子 　光市

20 佳作 　宿命 　白藤 さえ子 　神奈川県

21 佳作 　朝の線：生まれて8324日目から8372日目 　田中 真理子 　山口市

22 佳作 　宙ノ囁キ 　谷本 篤 　周南市

23 佳作 　漣 　中西 正 　周南市

24 佳作 　憩い（柳井市遠崎の大銀杏） 　西本 富雄 　柳井市

25 佳作 　We Are Not Twins! 　浜桐 陽子 　岩国市

26 佳作 　畦道に立つ木 　原田 安子 　周南市

27 佳作 　春爛漫・モザイクの山里（1） 　弘中 武士 　周南市

28 佳作 　亀裂釉網目模様壷 　藤井 輝昭 　周南市

29 佳作 　ゆあーん　ゆよーん 　藤井 宗男 　周南市

30 佳作 　或る日　あるとき 　藤田 正利 　萩市

31 佳作 　untitled 31-1 　平田 詩織 　周防大島町

32 佳作 　ガール・ガール・ガール＆ガール＋どやガール 　Monzo 渡邉 　周南市

33 入選 　LOVE　LETTER 　阿部 博子 　光市

34 入選 　彩流が映しだす造形 　新井 正義 　周南市

35 入選 　薄氷 　石井 直美 　下関市

36 入選 　干物の望郷 　石井 誠 　岩国市

37 入選 　刻腺 　磯部 亨弐 　長門市

38 入選 　どんなひにも 　稲田 絵美 　宇部市
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39 入選 　SHINSHIMO国-夏華- 　井上 千秋 　下関市

40 入選 　原風景　「棚田」 　印藤 恒夫 　下関市

41 入選 　匿 名 希 望 　安駕 栗助 　岩国市

42 入選 　少年の推測 　植野 大作 　宇部市

43 入選 　定年退職 　大木 幸三 　岩国市

44 入選 　あたらしいせかい 　太田 晃貴 　山口市

45 入選 　Zebra Crossing 　大田 忠興 　光市

46 入選 　「ボクの中の祈り」 　岡 英卓 　萩市

47 入選 　わたし 　岡野 幸絵 　宇部市

48 入選 　薬漬け 　岡本 国治 　周南市

49 入選 　もぎ・もぐ・タイム 　河田 徹也 　山口市

50 入選 　襖絵　ふく水族館 　来島 康博 　周南市

51 入選 　自戒 　木本 多津子 　周南市

52 入選 　黒罅彫文器 　國澤　啓 　周南市

53 入選 　表舞台 　国光 美津恵 　岩国市

54 入選 　「街中」 　蔵本 明美 　防府市

55 入選 　さむい朝-幼友達 　黒田 悌弘 　山口市

56 入選 　絢音ちゃん 　小松 良治 　岩国市

57 入選 　お疲れ様でした 　小松 良治 　岩国市

58 入選 　COSMOS-人知れず斯して石は夢を見る- 　坂本 作鏡 　下関市

59 入選 　Good-by school－幾時代かがありました

　佐藤和成・

　久保田祐樹・

　チームTAO

　光市

60 入選 　深山の躍動 　皿田 和司 　柳井市

61 入選 　エイリアン 　重村 哲雄 　山口市

62 入選 　Garalia Japanese（女の場合） 　渋谷 慎治 　島根県

63 入選 　私の作品（畑） 　島田 智枝 　岩国市

64 入選 　焼締手桶花器 　嶋本 葉介 　宇部市

65 入選 　炭化窯変壺「星雲」 　嶋本 葉介 　宇部市

66 入選 　静息 　白石 潔 　光市

67 入選 　Kleenex 78才 バンザイ！ 　白木 靖子 　下松市

68 入選 　重ねすぎた気持 すり減っていく心 　白木 靖子 　下松市

69 入選 　いつか青空の日に 　杉山 和郎 　長門市

70 入選 　live 　杉山 和郎 　長門市

71 入選 　青い空とコトバノカケラ 　武久 万里子 　下関市

72 入選 　夏の譜　そのⅡ 　田中 計江 　周南市

73 入選 　らんなぁず 　田中 敬二 　島根県

74 入選 　里の四季 　玉井 康子 　柳井市

75 入選 　救いはありますか。ただ、ただ黙々と・・・ 　響月 　山口市

76 入選 　つなぐ 　時浦 道子 　山口市
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77 入選 　Condominium 　吉田 朱里 　防府市

78 入選 　アンデスの瓶売りおばさん 　中野 速美 　下関市

79 入選 　だるま 　中村 みどり 　岩国市

80 入選 　ちょうちん 　中村 みどり 　岩国市

81 入選 　MEMORIES OF YOU 　斜森 博行 　下関市

82 入選 　このごろ想うこと 　難波 瑞穂 　福岡県

83 入選 　風光る 　西林 美奈子 　山口市

84 入選 　花籠 （大輪） 　林田 和敏 　柳井市

85 入選 　宇宙へ 　原田 雅子 　山口市

86 入選 　花はうつろふ 　藤井 幸江 　宇部市

87 入選 　Cosmo 1, 2, 3, 　藤田 久美子 　下関市

88 入選 　喧嘩しちゃダメ 　藤田 正利 　萩市

89 入選 　楠の岩国 　藤本 スミ 　岩国市

90 入選 　牛の乳 　古川 勝也 　山口市

91 入選 　0時の壁・月あかり Ⅰ 　古谷 幸明 　宇部市

92 入選 　0時の壁・記憶のあと 　古谷 幸明 　宇部市

93 入選 　vive hodie (冬） 　保手濱 拓 　山口市

94 入選 　雪 　久遠 湖 　山陽小野田市

95 入選 　ももくり 　松田 淳 　島根県

96 入選 　水音 　松田 政道 　下関市

97 入選 　最初に引かれる線のこと 　松本 晃弘 　山陽小野田市

98 入選 　角土のせせらぎ 　松本 一雄 　下関市

99 入選 　アポステオリアプリオリ,プレコンシャンス 　みね こうしろう 　下関市

100 入選

　ドゥローイングによる行為とその現象

　『Global Warming Predictions』

　ミヨシイチロウ 　岩国市

101 入選 　石置いて入らないでと意思表示 　村中 寛 　岩国市

102 入選 　在る記憶の記録 　森野 清和 　下関市

103 入選 　bird 　守山 幸伸 　宇部市

104 入選 　左手（my Left hand） 　矢田 誠一 　周南市

105 入選 　殻的生命体 　山口 功 　山口市

106 入選 　水縹の空 　山下 正子 　山口市

107 入選 　豊饒の海 　山田 史生 　防府市

108 入選 　恥の上塗り 　山根 憲之 　宇部市

109 入選 　プラ・ネット 　山根 みどり 　山口市

110 入選 　散華結実 　山根 みどり 　山口市

111 入選 　散華乱舞 　山根 みどり 　山口市

112 入選 　椿雪中（Ⅰ） 　山本 ふみ子 　宇部市

113 入選 　雲海の谷 　義永 洋之 　光市

114 入選 　起源 　吉見 健太郎 　山口市
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