
№ 賞　／　推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 黒田皇 眠りからの目覚め 岐阜県

2 新会員 小阪のり子 INOCHI－1 三重県

3 新会員 冨井綾子 頭の中の地図 栃木県

4 新会員 鳥井公子 そしてまた始まり Ⅰ 東京都

5 新会員 中村宗男 東風 大阪府

6 新会員 山田一道 DIS TOR TED－005 長野県

1 新準会員 阿部加奈恵 子猫がうちにやって来た 北海道

2 新準会員 有冨茉子 2015 変容 2 広島県

3 新準会員 北村冨紗子 照映2015（2） 東京都

4 新準会員 木村良子 記憶 福岡県

5 新準会員 小林修一郎 月と女曼陀羅15-2 長野県

6 新準会員 柴田紀子 「作品」5 － 8 － 2 兵庫県

7 新準会員 末松大 Dark side Ⅰ 鹿児島県

8 新準会員 冨田真人 冬のピャックドラゴン 石川県

9 新準会員 福島正子 KANKEI － 2 兵庫県

10 新準会員 室井慶子 街道の都邑 Ⅱ 東京都

1 準会員優作賞 山田一道 ＤＩＳＴＯＲＴＥＤ－００５ 長野県

2 損保ジャパン日本興亜美術財団賞 中村宗男 東風 大阪府

3 国画賞 末松大 Dark side Ⅰ 鹿児島

4 国画賞 冨田真人 冬のピャックドラゴン 石川県

5 新人賞 有冨茉子 2015 変容 2 広島県

6 新人賞 大川愛子 再生 Ⅱ 東京都

7 新人賞 木村良子 記憶 福岡県

8 新人賞 柴田紀子 「作品」5 － 8 － 2 兵庫県

9 新人賞 福島正子 KANKEI － 2 兵庫県

10 会友賞 阿部加奈恵 子猫がうちにやって来た 北海道

11 会友賞 いなむられいこ ハハトコ（コロモガエ） 千葉県

12 会友賞 北村冨紗子 照映2015（2） 東京都

13 会友賞 関美枝子 ココロ．コロコロ（P－1） 長野県

14 会友賞 室井慶子 街道の都邑 Ⅱ 東京都

15 絵画部奨励賞 飯島洋子 時の過ぎるまま 1 神奈川

16 絵画部奨励賞 石橋暢之 煙 青森県

17 絵画部奨励賞 小林修一郎 月と女曼陀羅15-2 長野県

18 絵画部奨励賞 椙山奈津子 版画部屋 広島県

19 絵画部奨励賞 瀬谷豊 さまよう祈り 東京都

20 絵画部奨励賞 津久井陽平 病んだ地図 栃木県

21 絵画部奨励賞 対馬久夫 ソノセカイ（空）2015 広島県

22 絵画部奨励賞 冨家昭雄 創景図（Ⅰ） 山梨県

23 絵画部奨励賞 野尻恵梨華 識の経過 富山県

24 絵画部奨励賞 眞竹久美子 春から夏 Ⅰ 鹿児島
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№ 賞　／　推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 相澤千鶴子 SCENE 2015-2 愛知県

2 新会員 大前美登利 Vicissitude 神奈川

3 新会員 塩崎淳子 慈雨 神奈川

4 新会員 松本哲実 無言の対話 東京都

1 新準会員 高野理栄子 Ame 北海道

2 新準会員 平子公一 刻の符ー１ 神奈川

3 新準会員 弘中征夫 混沌 兵庫県

4 新準会員 村崎晃 黄昏 京都府

5 新準会員 山浦久人 神のしづくⅢ 長野県

1 準会員優作賞 大前美登利 Vicissitude 神奈川

2 国画賞 高野理栄子 Ame 北海道

3 新人賞 永田寿治 都市風景３ 静岡県

4 新人賞 越前和代 メタモルフォーゼ 東京都

5 新人賞 布施滋子 in the memory－Ⅰ 東京都

6 新人賞 松本昌人 地動説絵図 岩手県

7 会友賞 山浦久人 神のしづくⅢ 長野県

8 会友賞 山川孝子 The Depth of Dream Ⅱ 大阪府

9 版画部奨励賞 下井美智子 廃墟（Ⅱ） 神奈川

10 版画部奨励賞 弘中征夫 混沌 兵庫県

11 平塚運一賞 佐々岡秀夫 星の花 千葉県

12 前田賞 中垣満 UTERUS（子袋） 広島県

№ 賞　／　推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 鈴木琢磨 つながりの標 愛知県

2 新会員 花田嘉雄 つぼみ 山形県

3 新会員 平井孝典 ピース-解かれた鍵、次なる謎- 栃木県

4 新会員 古川敏郎 夜、一人で歩く。 新潟県

1 新準会員 神山豊 OCEANS「BlueWhale」 神奈川

2 新準会員 冨森士史 ジャンヌ・ダルク（In the Storm） 東京都

3 新準会員 根本春奈 貪食 福島県

1 準会員優作賞 平井孝典 ピース-解かれた鍵、次なる謎- 栃木県

2 準会員彫刻部Ｆ氏特別賞 花田嘉雄 つぼみ 山形県

3 国画賞 宮崎みどり 水流迫 茨城県

4 新人賞 根本春奈 貪食 福島県

5 会友賞 冨森士史 ジャンヌ・ダルク（In the Storm） 東京都

6 新海賞 冨森士史 ジャンヌ・ダルク（In the Storm） 東京都

7 千野賞 重松慧祐 無題Ⅲ 神奈川

8 彫刻部奨励賞 安井華 共に 千葉県

9 T社奨励賞 永井純子 語り継ぐもの 福島県

10 F氏奨励賞 神山豊 OCEANS「BlueWhale」 神奈川

11 B社奨励賞 秋山知菜 はじけるいのち 長野県

版画部　新会員　新準会員　受賞者
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№ 賞　／　推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 松田共司 点打大皿 沖縄県

1 新準会員 五十嵐沙樹 Ｐａｒａｓｏｌ　ｔｒｅｅ 東京都

2 新準会員 石黒祐子 翠嵐 神奈川

3 新準会員 長村和美 遥か（はるか） 愛知県

4 新準会員 河井一喜 鉄釉流し掛け鉢 滋賀県

5 新準会員 小林登 漆塗分楕円重箱 長野県

6 新準会員 谷田部郁子 風花 岩手県

1 準会員優作賞 近藤のぶ子 瀬音 愛知県

2 国画賞 下地康子 清ら海 神奈川

3 新人賞 川村成 つめたい雨 京都府

4 新人賞 佐藤百惠 一人静 大阪府

5 新人賞 清水義久 丹波窯変大壷 兵庫県

6 会友賞 保原崇 楓拭漆椅子 長野県

7 会友賞 山口邦子 風を聴く 鳥取県

8 工芸部奨励賞 伊藤嘉輝 胴絞り青瓶 秋田県

9 工芸部奨励賞 河野香奈恵 北風と午後の陽射し 東京都

10 工芸部奨励賞 濱口公佑 焼締壷（1） 三重県

11 工芸部奨励賞 侭田悠子 芽生え 群馬県

№ 賞　／　推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 髙野隆一 化身 埼玉県

2 新会員 前田幸雄 生きる 兵庫県

1 新準会員 荒井道彦 地獄極楽図 長野県

2 新準会員 乙女敏子 畔道 大分県

3 新準会員 長谷川清 ツインズ 兵庫県

4 新準会員 長谷川順一 飛翔 東京都

5 新準会員 三宅道男 氷結Ⅲ 岐阜県

1 準会員優作賞 遠藤幸一 傍観 東京都

2 国画賞 髙尾美樹 underground 大分県

3 新人賞 木所栄一 時空の彼方 神奈川

4 新人賞 若林茂敬 103才の母 新潟県

5 会友賞 中田美奈子 分水槽 富山県

6 会友賞 山田育子 夕紅 愛知県

7 野島康三賞 髙尾豊吉 積年 東京都

8 福原信三賞 小林伸一 孤影 埼玉県

9 斎木幸子賞 森岡惣平 光彩 大阪府

10 ニコン賞 宇田川好美 氷紋 島根県

11 三菱製紙賞 新井武夫 寒雀 埼玉県

12 学研キャパ賞 桜井百合子 夢・チャレンヂ 埼玉県

13 フォトコン賞 辻節子 初雪の出会い 埼玉県

14 写真部奨励賞 赤沼弘 入魂 埼玉県

15 写真部奨励賞 福嶋幾男 元気・・・又会ったね！ 東京都

写真部　新会員　新準会員　受賞者

工芸部　新会員　新準会員　受賞者


