
氏　　名 題　　名 市区町村

アークベル大賞 小飯田　亜海 いのちに触れる 新潟市西蒲区

最優秀賞 阿部　勝則 滝 十日町市

滝澤　美枝子 妖精のすみか 新潟市北区

小杉　和子 瓶の記憶 新潟市西区

今井　はな子 陽光を浴びて 長岡市

佐藤　美栄子 宇宙の風 小千谷市

森山　芳美 紙風船の夢 魚沼市

本間　奈津子 days 長岡市

杉柳　初枝 裸婦 新潟市南区

北沢　高志 南国を想う 新潟市江南区

新潟県文化振興財団賞 河野　昭信 残り香 新潟市江南区

新潟市長賞 佐藤　知子 空の貫入 新潟市東区

新潟市芸術文化振興財団賞 石川　正彦 緑に囲まれた駐車場 新潟市西区

長岡市長賞 岡村　譲 夏の終り 長岡市

長岡市芸術文化振興財団賞 山岸　早苗 梅雨晴れ 見附市

三条市長賞 長谷川　欣吾 狛犬のある風景 三条市

新潟日報美術振興賞 寺尾　千恵子 もふもふの夢 五泉市

第四北越銀行賞 鈴木　和江 紫陽花の季節に 新潟市中央区

損害保険ジャパン賞 伊藤　千恵子 街 新潟市東区

新潟フジカラー賞 鈴木　雅佐代 エチュード 新潟市中央区

新潟放送賞 南澤　靜子 木漏れ日の中で上手く描けたネ 上越市

ＮＳＴ新潟総合テレビ賞 高橋　幸子 雨上りて秋滴る 津南町

テレビ新潟賞 永井　櫻子 鳥籠と金魚鉢 新潟市東区

新潟テレビ21賞 押野見　勝 描く 見附市

エフエムラジオ新潟賞 八木　孝雄 陵王の舞 新潟市西区

審査員奨励賞 西沢 啓子 Ｌｅｔ’ｓ　Ｄance 新潟市秋葉区

氏　　名 題　　名 市区町村

桝潟　和子 額　Ⅳ 新潟市西区

遠藤　信夫 清水園 長岡市

小間　加代子 そよぐ 長岡市

木村　秋夫 幸せな思い出ありがとう 新発田市

細井　一貞 静雅 上越市吉川区

長谷川　直人 眼 新潟市西区

小林　幸一 待春「孫」 上越市柿崎区

外石　孝男 薪棚のある風景 新潟市秋葉区

南　幹雄 銀杏の里 新潟市秋葉区

斉藤　登 森の主 新潟市北区

佐藤　栄美子 初雪の候 新潟市西区

伊藤　彩乃 追憶 新潟市中央区

花野　奈穂子 ぼくのしごと 胎内市

小出　麻希 愛する　あなたへ 新潟市東区

池田　和夫 里山 新潟市中央区

青木　智子 にゃお～んにゃんにゃん猫の日 新潟市南区

※敬称略　※順不同
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氏　　名 題　　名 市区町村

穴澤　裕美 藍青 見附市

本田　靜夫 主．帰らず 新潟市西区

鈴江　賢治 待つ 新潟市西区

髙野　節子 演奏会・はるよこい 新潟市北区

田中　和子 もう、たくさん！！ 新潟市東区

宮崎　仁美 「ハート」 新潟市西区

渡部　富美子 ユリとオレンジ 新潟市南区

本田　建一 みなぎる樹 新潟市秋葉区

田中　紀義 静寂 新潟市中央区

斉藤　通 記憶（日の出） 村上市

小林　千鶴子 夕焼けの日 三条市

馬場　武夫 岩船塩屋味噌蔵 新潟市江南区

西方　ミイ子 早春の山道 新潟市南区

石月　孝志 朝霧 三条市

杉浦　悦子 ピエロで遊ぶ 新潟市秋葉区

金井　芳子 冬のブルージュ　愛の湖で 新潟市西区

増田　勝弥 エキサイティング・ジャズ 新潟市中央区

二ツ川　日和 花と風 新潟市西蒲区

佐野　昌子 春の夢 新潟市東区

石井　美奈子 念々刻々 新潟市北区

更科　美砂子 川をはさんで私と私 新発田市

中野　久 ひととき 新潟市南区

大越　範子 春の香り 新潟市東区

池田　哲雄 感染症と闘う天使像 新潟市中央区

小林　孝子 白樺林 新潟市南区

関根　トキイ 獅の子 新潟市南区

中林　玲子 夏の紫陽花 長岡市

古澤　知子 雪の帽子 上越市

清水　好和 扉の向う 津南町

坂口　弘美 金色の風の中 上越市頚城区

井口　福男 想う 南魚沼市

阿部　美智子 今を越えて～２０２２～ 長岡市

小林　佳子 陽春 長岡市

羽鳥　洋子 夢幻（冬の蓮） 上越市

佐藤　洋子 楽しいなぁ 三条市

鈴木　功 睡蓮-憩う　PartⅡ 南魚沼市

野田　昌子 My　prayer for peace 新潟市南区

本間　昌子 未知との遭遇 新潟市中央区

鈴木　泰子 共生 三条市

大竹　惠子 雲の平より 新潟市南区

髙橋　まゆみ 六月の庭 新潟市江南区

内山　照子 森の詩 新潟市中央区

広川　信幸 人形たちの収穫祭 村上市

伊藤　祥子 錦秋 新潟市中央区

入　選

※敬称略　※順不同



氏　　名 題　　名 市区町村

うすだ　みさこ 宙船 新潟市西区

鈴木　春枝 神社と共に 新潟市中央区

小港　賢一 間瀬からの弥彦山 新潟市南区

渡邊　惠子 明けに渾く雑木林 新潟市東区

中林　由美子 浪漫の光ーⅣ 新潟市江南区

楯　啓子 加熱炉（石油の里） 新潟市西区

亀山　恵美子 春景 五泉市

佐佐木　春美 風の島唄 佐渡市

安宅　秀一 夢の中へ 新潟市中央区

福井　三男二 夕映えの信濃川 田上町

上杉　清 故郷 新潟市中央区

鷲津　ひろみ 雨後の森 五泉市

鈴木　ゆみ 風の行方 五泉市

岩田　けさ代 しゃぼん玉飛んだ 五泉市

伊藤　惠美子 キャベツとひよこ 五泉市

石井　洋子 がんばれ 新発田市

石川　孝司 冬晴れの朝 新潟市北区

樋口　明広 東京駅2019年10月3日～変わる前の世界 湯沢町

三品 優 初冬の晴れ間 関川村

進藤　清子 夢あそび 新潟市西蒲区

小室　宗一 白い野の花 村上市

田澤　裕子 山に咲く 新潟市西区

山﨑　恵美 風に吹かれて 新潟市西蒲区

久保　恭子 翳りゆく蓮 新潟市西区

竹田　奈保子 浜舞う 新潟市西区

橋本 幸子 晩秋の窓辺 新潟市西区

蓮池 純夫 幼き日の夢想人Ver.1 柏崎市

山崎　弘 刻む（ドラム缶） 燕市

小野塚　泉 黄昏時 新潟市中央区

五十川　かほる 沈黙 新潟市西区

富山　和美 ギターと女 新潟市秋葉区

佐々木　寿子 聖堂へ 新潟市中央区

佐伯　征子 ホーエンザルツブルグ城からのザルツブルグ市街 新潟市東区

伊丹　功 旅の想い 長岡市

中山　嬉美 春風 新潟市南区

亀山　良子 ひかりのむこうへ 加茂市

品田　時枝 あおられて 新潟市中央区

林　雅實 蓮華に見惚れる 五泉市

田部　良雄 魅せられて（匠の技） 新潟市南区

吉田　朱里 幸運 新潟市江南区

山田　マキ 思い出 村上市

勝見 孝 ＦlowersⅡ 新潟市中央区

太田　敦 夢の時間 新潟市中央区

入　選

※敬称略　※順不同



氏　　名 題　　名 市区町村

石山　キン ブナ林 関川村

神田　和子 祝福 新潟市東区

熊谷　裕美子 活動の源　黄金米 新潟市西区

前田　譲 初霜・初氷 新潟市西区

斉藤　妃早子 空 燕市

春日　初枝 ひととき 新潟市西区

外山　敏 ばら 新潟市西区

阿部　フミコ ガーデン　ライフ 新潟市東区

清水　範子 ひまわり 新潟市西蒲区

畔原　弘美 また行きたい，ベトナム 燕市

佐藤　恵子 家族 新潟市中央区

加藤　栄子 冬を華やかに 阿賀野市

小島　桂子 祈り 新潟市東区

天田　みどり 梨の収穫 新潟市南区

大橋　豊子 花の宴 新潟市西蒲区

五十嵐　敦 風薫る 五泉市

巻口　元子 中之口川錦秋 新潟市南区

生越　清允 梅雨時の花舞 十日町市

高橋　典子 ＲＯＳＥ 長岡市

星野　英雄 惜秋 出雲崎町

倉重　洸大 窓辺 長岡市

池田　弘信 不思議なことだま「夢」 柏崎市

佐藤　末子 うれしい．一斉に開花 新潟市北区

星　寛 すっぱい 燕市

岩浪　敏之 それでも・・・ 新潟市中央区

佐藤　勇一 たくさん遊ぼうね 上越市

入　選

※敬称略　※順不同


