
No 審査結果 作品名 制作者 住所

1 大賞 Hello　Japan 大村 洋二朗 広島県

2 優秀賞 包容 木本 多津子 周南市

3 優秀賞 外出自粛 河野 孝文 光市

4 優秀賞 百花繚乱・コロナに負けるな花は咲く ☺ 田畑 省自 周南市

5 優秀賞 コモンセンス ミヤガミ/外 千葉県

6 優秀賞
ドゥローイングによる行為とその現象 『Hot Night』 山口県立美術
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ミヨシイチロウ 岩国市

7 佳作 サーカスの夜 河村 志津代 周南市

8 佳作
「起床時刻　就寝時刻　睡眠時間」No.7 2018 7.25 - 2020 8.29
「起床時刻　就寝時刻　睡眠時間」No.3 2009 4.5 - 2012 10.31

久遠　湖 山陽小野田市

9 佳作 虚勢「あーだこーだ、なんやかんや、」 コサカ　ダイキ 防府市

10 佳作 脳の天気 難波 瑞穂 福岡県

11 佳作 仮面 難波 瑞穂 福岡県

12 佳作 凍結結晶釉氷紋大皿 藤井 輝昭 周南市

13 佳作 ハレとケとくつした -complex shelter- 松田 淳 島根県

14 佳作 また、みんなと遊べる日を願って 宗岡 卓治 山陽小野田市

15 佳作 移りゆく季節と変わらない風景 村上 知亜砂 広島県

16 佳作 その先について・・・・。「甘い蜜壺に蓋をせよ」 Motoco Tanabe 山口市

17 佳作 あいちゃん 安永 福美 岩国市

18 佳作 WOOD CUT　シリーズ 山下 哲郎 周防大島町

19 佳作 オブジェ－風景　2021S100-1 山根 秀信 山口市

20 佳作 ふるさとの山 山本 一芯 岩国市

21 佳作 顔 吉岡 幸音 山口市

22 佳作 理の探求 和崎 正美 島根県

23 佳作 四季の海 渡邉 正 山口市

24 入選 明けない夜もある。 井岡 義朋 山口市

25 入選 緑の憩い 伊藤 聡 山口市

26 入選 あかいアンブレラ  上田 幸吉 山口市

27 入選 なぜですか 大熊 俊雄 周南市

28 入選 いつか遠い島で 岡 寿子 下関市

29 入選 縄文の美　2021 角本 福美 周南市
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30 入選 収穫 川中 和好 周南市

31 入選 BABABAKA 河村 ゆみ子 萩市

32 入選 春夏秋冬 國武 政代 下松市

33 入選 雪降る折 佐伯 俊子 岩国市

34 入選 くねくね うねうね 篠原 紀子 宇部市

35 入選 大地の一片「捻れ」 嶋本 葉介 宇部市

36 入選 マルトたち シンジ－ナミ－タエ 島根県

37 入選 ヤッター 諏佐 和子 山口市

38 入選 目覚める 武久 万里子 下関市

39 入選 萩窯変壷　「錦秋」 西林 美奈子 山口市

40 入選 あたりまえの日常 西本 富雄 柳井市

41 入選 FRAME にしもと まゆこ 広島県

42 入選 Self ・ portrait　41-32 平田 詩織 周防大島町

43 入選 dark night shine 平田 隆宏 愛知県

44 入選 おっ、　魚がおる 藤井 翼 山口市

45 入選 ぐいぐいかなしみが..... 藤井 宗男 周南市

46 入選 楠のある風景A 藤本 スミ 岩国市

47 入選 Purification  II  「浄化」 藤山 正樹 宇部市

48 入選 焼きすてて 松田 政道 下関市

49 入選 kiss it goodbye 松本 晃弘 山陽小野田市

50 入選 夢をのせて 三上 弘子 宇部市

51 入選 西行のうた 水野 千鶴 岩国市

52 入選 Childʼs Anthem～under world 村岡 真樹 下関市

53 入選 Days 2020 村岡 真樹 下関市

54 入選 ボクラノミライ 守山 幸伸 宇部市

55 入選 voice 守山 幸伸 宇部市

56 入選 横歩きの散歩（カニ） 山下 知己 山口市

57 入選 無限ループの中で咲く Ⅰ 山根 みどり 山口市

58 入選 夢喰い 山本 容資 宇部市

59 入選 名田島　昭和区 吉見 健太郎 山口市

60 入選 萬葉のうた 吉本 美琴 周南市


