
No 審査結果 作品名 制作者 住所

1 大賞 　ザルの惑星 　吉村 大星 　山口市

2 優秀賞 　とびら 　上本 ひとし 　下松市

3 優秀賞 　Zentangle （終息を願って） 　河童 　山口市

4 優秀賞 　The　Back　1, 2 　中野 寿子 　山口市

5 優秀賞 　原風景 　難波 瑞穂 　福岡県

6 優秀賞 　オブジェ - 風景S40 - 2022 　山根 秀信 　山口市

7 佳作 　サクラ 5月 　石川 幸子 　岩国市

8 佳作
　風のあしあと―うたかた（この庭に、落ち葉うたかた、とど
まらず）

　逢坂日出夫、
　河野文彦、
　中原　修、
　田中　穣

　平生町

9 佳作 　映す 　大島 靖江 　岩国市

10 佳作 　PAPER - RANMA 　大谷 桂子 　萩市

11 佳作 　ザ・ピーナッツ 　川中 和好 　周南市

12 佳作 　下心。（化面） 　木村 富広 　下関市

13 佳作 　時 　古村 裕子 　下松市

14 佳作 　祈り 　島﨑 こずえ 　和木町

15 佳作 　エンドレス毎日 　随行 奏子 　広島県

16 佳作 　彩泥釉線状文壺 　角屋敷 公子 　周南市

17 佳作 　パーティーのあと 　竹重 弘子 　福岡県

18 佳作
　孫達のためにファイト!ファイト!!ファイト!!!（私は74才の
理容師です。）

　田畑省自　Family 　周南市

19 佳作 　映しだすもの 　土谷 寛子 　山口市

20 佳作 　ある日のM 　手嶋 弘靖 　宇部市

21 佳作 　踊  (日積八朔大踊り) 　西本 富雄 　柳井市

22 佳作 　Self portrait　42-12 　平田 詩織 　周防大島町

23 佳作 　Dark Night Shine 2022 　平田 隆宏 　愛知県

24 佳作 　いのり（ももくり） 　松田 淳 　島根県

25 佳作 　楽園　歩こう 　宗岡 卓治 　山陽小野田市

26 佳作 　たとえこの世界が崩壊したとしても 　村上 知亜砂 　広島県

27 佳作 　在る記憶の記録「私はこの島に生まれました」 　森野 清和 　下関市

28 佳作 　our　voice 　守山 幸伸 　宇部市

29 佳作 　全物質生命論 聖ジョルジュ編～ギリシャから人間へ～ 　矢田 誠一 　広島県

30 佳作 　氷華－この現実に咲く－ 　山根 みどり 　山口市

31 佳作 　時 　吉岡 幸音 　広島県

32 佳作 　たどり着きしも、今宵の安寧や如何に? 　レ昇る 　山口市
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33 入選 　分断 Ⅱ 　浅田 洋二 　下松市

34 入選 　或る或る女房の姿 　新野尾 孝吉 　下関市

35 入選 　相思（盲）相愛 　新野尾 孝吉 　下関市

36 入選 　空に・ 　有福 敬子 　下松市

37 入選 　生き物Ⅲ　～画家のアトリエ～ 　粟屋 智志 　山陽小野田市

38 入選 　戦争 　伊賀 晶子 　山口市

39 入選 　冬の里山 　石井 誠 　岩国市

40 入選 　豪遊爆睡 　井内 和子 　下松市

41 入選 　Fortschritt 　井ノ上 大夢 　山口市

42 入選 　２０２２終わりへのはじまり 　上田 幸吉 　山口市

43 入選 　癒しの場 　上村 康子 　岩国市

44 入選 　飛び 走り まとわりつく ネット回線と娘 　大木 幸三 　岩国市

45 入選 　WELCOME　TO　MY　GARDEN 　岡 寿子 　下関市

46 入選 　帰郷 　岡 寿子 　下関市

47 入選 　ソンナノアリデスカ２０２２ 　岡村 邦彦 　山口市

48 入選 　沈黙の春・そして鳥は鳴かず 　小田 伸次郎 　山口市

49 入選 　シュウヨウ 　からっぽら 　宇部市

50 入選 　R BABABAKA 　河村 ゆみ子 　萩市

51 入選 　１つの音楽 　久遠 湖 　山陽小野田市

52 入選 　犀の道 　古村 裕子 　下松市

53 入選 　大地の一片「湖」 　嶋本 葉介 　宇部市

54 入選 　進メ　カラフルフラワーズ 　集団ナボサ 尾入 貞 　広島県

55 入選 　自分の中に 閉じこめられて 　白木 靖子 　下松市

56 入選 　マッチョ （強く） 　シンジ－ナミ－タエ 　島根県

57 入選 　Cloud-y 　末岡 信子 　光市

58 入選 　ATRAS 　杉永 博人 　山口市

59 入選 　地下生物圏の水循環 　大道 竜士 　防府市

60 入選 　だいじょうぶ 　竹下 和子 　下松市

61 入選 　夢 現 （ゆめうつつ） 　武久 万里子 　下関市

62 入選 　消えそうな火 　竹本 髙義 　山口市

63 入選 　らんなぁず－野生にかえる－ 　田中 敬二 　島根県

64 入選 　滅多に動的な、全く静的なもの 　哲 　山陽小野田市

65 入選 　Latimeria chalumnae 　徳田 和幸 　下関市

66 入選 　春は遠くから・・・ 　戸田 寬子 　宇部市

67 入選 　山口の海 ３題 　⾧尾 浩二 　山口市
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68 入選 　弟の雨合羽 　中野 寿子 　山口市

69 入選 　夕　映 　西岡 康雄 　光市

70 入選 　静 　西林 美奈子 　山口市

71 入選 　はばたく 　林 妙奏 　柳井市

72 入選 　Sympa 　hiroko yamamoto 　山陽小野田市

73 入選 　希求 　廣實 郁子 　岩国市

74 入選 　無題 　福永 豪 　⾧門市

75 入選 　氷のキセキ 　藤井 輝昭 　周南市

76 入選 　女に猫が 　藤井 宗男 　周南市

77 入選 　海の声・山の声 　藤田 久美子 　下関市

78 入選 　錦川と岩国山 　藤本 スミ 　岩国市

79 入選 　おびえる女 Ⅱ 　藤山 正樹 　宇部市

80 入選 　歪み 　藤山 正樹 　宇部市

81 入選 　便り 　古澤 満 　福岡県

82 入選 　ハーモニー 　古澤 満 　福岡県

83 入選 　アサギマダラ 　古澤 満 　福岡県

84 入選 　祭り 　古澤 満 　福岡県

85 入選 　垢 　松本 一雄 　萩市

86 入選 　宇宙の花入 　松本 昌子 　岩国市

87 入選 　雲母 　松本 昌子 　岩国市

88 入選 　Hana 　村岡 真樹 　下関市

89 入選 　同い年寄れば介護の話から 　村中 寛 　岩国市

90 入選 　my sweet road 　守山 幸伸 　宇部市

91 入選 　個展の絵 　山下 進一郎 　下関市

92 入選 　TRAVEL　シリーズ　　リュブリアナ回想 　山下 哲郎 　周防大島町

93 入選 　日傘につられて舞うチョウ 　山下 知己 　山口市

94 入選 　ひまわり 　山之内 昭憲 　周南市

95 入選 　ひまわり 　山之内 昭憲 　周南市

96 入選 　SPACE 　山本 恵子 　岩国市

97 入選 　夢喰い 　山本 容資 　宇部市

98 入選 　押して 押して・押しくらまんじゅう 　山本 芳子 　岩国市

99 入選 　矢印の向こうに 　祐村 恵彦 　山口市

100 入選 　前庭迷路 　吉見 健太郎 　山口市

101 入選 　凛 　渡邉 正則 　防府市

102 入選 　INTO　A　COMMUNITY 　蕨根 葉子 　宇部市


