
№ 賞／推挙 氏名 作品名 都道府県
1 新会員 有冨茉子 変容2022 広島県
2 新会員 岩間喜代美 通りすぎる風景 愛知県
3 新会員 大西孝幸 鼓動 滋賀県
4 新会員 関口佐紀子 塔から 東京都
5 新会員 宋貴美子 FAKE 兵庫県
6 新会員 高久恵美 繰り返す物語 秋田県
7 新会員 築山洋子 Paisaje 千葉県
8 新会員 野口智弘 Iris 神奈川県
9 新会員 宮本修 key maker 大分県
10 新会員 本木京一 叫びの中で2022 山形県
11 新会員 吉川孝 Even So 北海道
12 新会員 米田貫雅 Integration pass 和歌山県
1 新準会員 青木勇治 聞こえるB 長野県
2 新準会員 伊藤真里奈 終焉の裁き 天 石川県
3 新準会員 勝間田佳子 Mon univers Ⅰ 東京都
4 新準会員 金山波也人 何処か、楽音の聞こゆ 福岡県
5 新準会員 鎌田戸喜子 Mémoire Ⅲ 滋賀県
6 新準会員 嘉陽美彌子 運命 愛知県
7 新準会員 菊池憲 あしあと 宮崎県
8 新準会員 古賀けい子 花のかたち 福岡県
9 新準会員 清水恵子 浮遊するミュウ(細胞)～包まれて～ 山形県
10 新準会員 菅恵子 在宅 北海道
11 新準会員 千福薫 或日の風景Ⅰ 大阪府
12 新準会員 田中いく子 しちゅう 埼玉県
13 新準会員 寺島恂子 AZUR Ⅱ 千葉県
14 新準会員 中川孝司 月夜に僕らは、うごきだす。 栃木県
15 新準会員 藤井良子 P Town 2052 埼玉県
16 新準会員 古畑由理子 ケルト物語 森の倒木 北海道
17 新準会員 マシキ貞子 VIEW 2022 Ⅱ 東京都
18 新準会員 マスナリリョウコ bloom Ⅰ 愛知県
19 新準会員 松枝美由紀 白昼夢Ⅰ 茨城県
20 新準会員 松林彩子 音楽シリーズ“contrasts”202204a 神奈川県
21 新準会員 山本美登里 Pathos Ⅰ 北海道

1 準会員優作賞 米田貫雅 Integrationpass 和歌山県
2 SOMPO美術館賞 池田愛花里 誰も私を愛さない 埼玉県
3 国画賞 中川孝司 月夜に僕らは、うごきだす。 栃木県
4 国画賞 嘉陽美彌子 運命 愛知県
5 新人賞 金山波也人 何処か、楽音の聞こゆ 福岡県
6 新人賞 菅恵子 在宅 北海道
7 新人賞 寺島恂子 AZURⅡ 千葉県
8 新人賞 マスナリリョウコ bloomⅠ 愛知県
9 新人賞 松林彩子 音楽シリーズ“contrasts”202204a 神奈川県
10 会友賞 菊池憲 あしあと 宮崎県
11 会友賞 田中いく子 しちゅう 埼玉県
12 会友賞 出口すみれ 視界・ゼロ(Ⅰ) 広島県
13 会友賞 古畑由理子 ケルト物語 森の倒木 北海道
14 会友賞 松枝美由紀 白昼夢Ⅰ 茨城県
15 絵画部奨励賞 伊藤真里奈 終焉の裁き天 石川県
16 絵画部奨励賞 大谷かつ美 サーカスの花 福島県
17 絵画部奨励賞 勝間田佳子 MonuniversⅠ 東京都
18 絵画部奨励賞 桐生采季 楽興 富山県
19 絵画部奨励賞 古賀けい子 花のかたち 福岡県
20 絵画部奨励賞 堤千春 ノーブレス・オブリージュ 石川県
21 絵画部奨励賞 仲村浩一 建てまし 千葉県
22 絵画部奨励賞 萩原優 バサンタ フィーン？　-Where is Basanta?- 東京都
23 絵画部奨励賞 マシキ貞子 VIEW2022Ⅱ 東京都
24 絵画部奨励賞 山田ルビ子 赤いケーキ 京都府
25 絵画部奨励賞 山本美登里 PathosⅠ 北海道
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絵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 佐藤豊子 MyWorld30 愛知県

2 新会員 鈴木洋子 沈黙22-J 愛知県

3 新会員 高野理栄子 Ame 北海道

4 新会員 弘中征夫 アンダーパス 兵庫県

1 新準会員 青山はつえ 共生Ⅰ 島根県

2 新準会員 浅井重一 湿原Ⅵ-2 愛知県

3 新準会員 池田由紀子 UnpredictableLifeⅧ 東京都

4 新準会員 黒田明子 華やかになごやかに 新潟県

5 新準会員 小杉康雄 語らい(かしましい)A 静岡県

6 新準会員 近藤正徳 妖精の歌声 鳥取県

7 新準会員 下井美智子 破壊 神奈川県

1 準会員優作賞 鈴木洋子 沈黙22-J 愛知県

2 版画部準会員奨励賞 高野理栄子 Ame 北海道

3 国画賞 黒田明子 華やかになごやかに 新潟県

4 新人賞 浅井重一 湿原Ⅵ-2 愛知県

5 新人賞 辻田敬 命 埼玉県

6 会友賞 斎木勝 焉んぞ 千葉県

7 版画部奨励賞 遠藤己喜雄 母のいばしょー冬じたくー 新潟県

8 版画部奨励賞 わたなべ淑子 地中より呼びとよむ 東京都

9 平塚運一賞 松元哲 壊19 愛知県

10 前田賞 小澤美雪 虚空へ 神奈川県

11 金守世士夫賞 加藤和子 穏やかな日常 東京都

№ 賞／推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新準会員 杉崎那朗 大地の化身 新潟県

2 新準会員 竹本悠大郎 告ぐ 新潟県

3 新準会員 安井華 木守歌 千葉県

1 彫刻部準会員T氏特別賞 鹿山卓耶 夜明けを待つ 茨城県

2 国画賞 小林駿 生命 栃木県

3 新人賞 渡部咲季 Lily 新潟県

4 新海賞 竹本悠大郎 告ぐ 新潟県

5 千野賞 杉崎那朗 大地の化身 新潟県

6 彫刻部奨励賞 安井華 木守歌 千葉県

7 T社奨励賞 佐藤里英子 Deformed 群馬県

版画部新会員新準会員受賞者

彫刻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 石田直 杉の森 岡山県

2 新会員 岩本友子 時間逆行 神奈川県

3 新会員 近藤のぶ子 苧麻上布「風待つ」 愛知県

1 新準会員 石北有美 SETOUCHIFLOWER 広島県

2 新準会員 岡本ゆう 飴釉陶函 神奈川県

3 新準会員 識名あゆみ 暁のしずく 沖縄県

4 新準会員 田中麻季 森と湖 静岡県

1 準会員優作賞 石田直 杉の森 岡山県

2 国画賞 石北有美 SETOUCHIFLOWER 広島県

3 新人賞 岡本ゆう 飴釉陶函 神奈川県

4 新人賞 西川知余 月明かり 奈良県

5 新人賞 三宅義一 緑大鉢 岡山県

6 会友賞 伊藤嘉輝 丸蓋硝子壺 秋田県

7 会友賞 識名あゆみ 暁のしずく 沖縄県

8 工芸部奨励賞 朝倉亨 ハイバックトーチェア 京都府

9 工芸部奨励賞 吉田誠子 Flower 沖縄県

10 工芸部奨励賞 與那嶺利菜 還る 沖縄県

№ 賞／推挙 氏名 作品名 都道府県

1 新会員 源谷進 舞 福井県

2 新会員 松尾香龍 蝶蛾 東京都

3 新会員 三宅道男 厳冬のフォルム 岐阜県

1 新準会員 稲垣信行 凍風 愛知県

2 新準会員 越山勇 巨大な指紋 愛知県

3 新準会員 玉水久雄 残映 兵庫県

4 新準会員 橋本光一郎 冬物語 千葉県

5 新準会員 藤田六朗 杜の精 石川県

1 準会員優作賞 松尾香龍 蝶蛾 東京都

2 新人賞 渡邉愛子 思い 東京都

3 新人賞 渡辺久子 汀 新潟県

4 会友賞 清水克彦 寂静 愛知県

5 野島康三賞 入江典子 迷い道 東京都

6 福原信三賞 堀江孝子 白い時 東京都

7 斎木幸子賞 大川礼子 爽 兵庫県

8 CAPA賞 品川礼子 雨あがり 群馬県

9 フォトコン賞 中西宏明 Holiday 兵庫県

10 写真部奨励賞 大牟禮史朗 Shadowshape 鹿児島県

11 写真部奨励賞 大菅和枝 微睡む 愛知県

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


