
氏　　名 題　　名 市区町村

アークベル大賞 穴澤　裕美 朝日浴びて 見附市

最優秀賞 森山　芳美 紙風船の夢 魚沼市

加藤　マサ子 マウント・クック 新潟市東区

本間　奈津子 海の向こう側 長岡市

吉田　のり子 泰山木の花のある静物　D 新潟市江南区

佐藤　美栄子 空の彼方へ 小千谷市

髙橋　幸江 キャベツ畑 新潟市北区

田澤　裕子 水族館の魚たち 新潟市西区

大橋　豊子 新たな旅立ち 新潟市西蒲区

遠藤　信夫 絹乙女 長岡市

新潟県文化振興財団賞 前田　譲 芽吹く 新潟市西区

新潟市長賞 腰越　正義 一番星よ‼ 新潟市北区

新潟市芸術文化振興財団賞 小野塚　泉 黄昏時 新潟市中央区

長岡市長賞 亀山　良子 マイスペース 加茂市

長岡市芸術文化振興財団賞 竹田　奈保子 藤香る 新潟市西区

三条市長賞 山岸　早苗 梅雨晴れ 見附市

新潟日報美術振興賞 宇佐美　清一 夏の龍ヶ窪 燕市

第四北越銀行賞 橋本　幸子 祝福 新潟市西区

損害保険ジャパン賞 滝澤　美枝子 巣立ちのあと 新潟市北区

新潟フジカラー賞 坂口　弘美 春みぃつけた！ 上越市

新潟放送賞 小林　圭子 有機キャベツ 新潟市東区

ＮＳＴ新潟総合テレビ賞 海津　千春 南浜船だまり 新潟市北区

テレビ新潟賞 稲家　就子 母 新潟市北区

新潟テレビ21賞 星野　英雄 森の主 出雲崎町

エフエムラジオ新潟賞 寺尾　千恵子 小春日和 五泉市

30回展特別賞 広川　信幸 果物 村上市

審査員奨励賞 湯澤　榮治 命つなぐ 十日町市

氏　　名 題　　名 市区町村

渡邊　宏一 白鳥つどう鳥屋野潟 新潟市中央区

山本　貴美子 夏 五泉市

細井　一貞 綾子舞幻想 上越市

大竹　惠子 里山の秋 新潟市南区

南　幹雄 幻想-佐渡清水寺 新潟市秋葉区

長谷川　直人 黄色い家の青い部屋 新潟市西区

外石　孝男 石油の里　輸送管 新潟市秋葉区

田澤　美代子 ショッピングカートに乗って 南魚沼市

滝澤　まゆ美 一緒に 魚沼市

川村　民二 寒風 村上市

岩野　春弥 だいすきだよ 新潟市西区

木村　秋夫 村の百年桜！ありがとう！おじぞうちゃま 新発田市

橋本　信行 寄港す 新潟市東区

浅井　桂子 早川堀の風景 新潟市北区

本田　静夫 帰っておいで 新潟市西区

佐藤　栄美子 残り雪 新潟市西区

加藤　二六 ハサ木風景 新潟市秋葉区

相羽　信子 実り 新潟市東区

桝潟　和子 絆 新潟市西区

石栗　朋子 花園 新潟市東区

福井　三男二 粟の里・秋景色 田上町

前山　千恵子 大輪のバラ 新潟市中央区

更科　美砂子 私のすきな森 新発田市

石井　ユミ子 ママ．どこかなー 村上市

阿部　律美 想う 新潟市中央区

鈴木　功 睡蓮モネに魅せられて 南魚沼市

今井　はな子 咲いた・咲いた 長岡市

坂田　房子 apple 長岡市

牛木　勝恵 夢見平早春 上越市

小林　佳子 陽光 長岡市

杉田　正彦 七福神 長岡市

渡部　富子 毛糸玉 長岡市

奨励賞
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氏　　名 題　　名 市区町村

阿部　美智子 日曜日 長岡市

南澤　靜子 友達といっしょ 上越市

羽鳥　洋子 独り（青さぎ） 上越市

渡辺　久子 落葉のシンフォニー 柏崎市

石橋 エミ子 夢想（春） 柏崎市

根津　一良 浅紫彩る 十日町市

槇　みえ子 赤い人形のある静物 長岡市

酒井　信子 水辺の一遇 長岡市

佐藤　由雄 山里の水門 小千谷市

羽毛田　文夫 古城の見える路地裏 上越市

佐藤　嘉子 ごろん　ごろん 魚沼市

末崎　葉子 ごきげんな猫 柏崎市

関　春夫 秋風の吹く頃 長岡市

中林　玲子 紫陽花 長岡市

北原　久夫 見詰める少年 長岡市

古澤　知子 ふゆいろ 上越市

小林　俊二 秋山渓谷 長岡市

岡村　譲 晩夏 長岡市

小出　麻希 花びらの数だけ 新潟市北区

二ツ川　日和 夢を描く 新潟市西蒲区

西方　ミイ子 いつも一緒 新潟市南区

田中　和子 もう、たくさん！Part2 新潟市東区

吉川　紀美子 飾り馬 阿賀野市

出山　修 ぼくの絵 新潟市秋葉区

金井　芳子 Bon voyage 新潟市西区

小林　千鶴子 雨の降る日 三条市

石月　孝志 画室より朝の風景 三条市

馬場　武夫 母仔馬 新潟市江南区

伊藤　千恵子 雑貨店 新潟市東区
目黒　満 ランプの灯火 魚沼市

若林　真理子 仮面のささやき 柏崎市

押野見　勝 ぼくのカサ 見附市

亀山　恵美子 あそぼ 五泉市

折橋　修 夢馳せる 上越市

大越　範子 シンビジューム 新潟市東区

勝見 孝 春日 新潟市中央区

西沢　啓子 ゆかいな仲間たち 新潟市秋葉区

内山　貴子 椿 新潟市中央区
金山　眞理子 時 長岡市

渋谷　喜美子 陽だまりの遊歩道 新潟市東区

加藤　一郎 旅立ち 新発田市

土田　米子 サーカス 新潟市西蒲区

大月　まなみ 新涼 五泉市

楯　啓子 いつか・・・待機中 新潟市西区

伊藤　彩乃 泣くのはもうやめにしよう 新潟市中央区

佐々木　寿子 太古の天体 新潟市中央区

蒲澤　金次郎 柳都大橋と係船 新潟市北区

井浦　光子 百合と果物 新潟市中央区

杉柳　初枝 紅い空 新潟市南区

石川　令 林をぬけて 新潟市秋葉区

後藤　洵 漂う 新潟市秋葉区

益田　昭夫 LONG LONG AGO 新潟市北区

鷲津　ひろみ 夢の中で 五泉市

浅井　幸子 あのねのね 五泉市

伊藤　惠美子 空飛ぶピーマン 五泉市

渡辺　伸子 はさぎの詩 五泉市

鈴木　和江 小路に咲く紫陽花 新潟市中央区

山田　惠美子 鬼灯の庭で 新潟市秋葉区

大竹　夏子 森のうた 加茂市

清水　久美子 舞いあがれ 三条市

小室　宗一 落日の愁い 村上市

三品　優 旨味の熟成Ⅱ 関川村

金永　眞美子 時計 新潟市中央区

酒井　英哉 小春日和 新潟市中央区

入　選

※順不同



氏　　名 題　　名 市区町村

荒木　磨智子 ガーベラとシャボン玉 新潟市中央区

樋口　美惠子 夜会 新潟市西区

進藤　清子 魅せられて 新潟市西蒲区

伊藤　陽子 木漏れ日の中で 新潟市中央区

久保　恭子 蓮 新潟市西区

有本　ヒロ子 風と遊ぶ 新潟市東区

石川　正彦 街角の錦秋 新潟市西区

細川　洋子 りんごのある静物 新潟市中央区

渡邊　惠子 今も元気な梅の樹 新潟市東区

巻口　元子 ハトさんあそぼ 新潟市南区

うすだ　みさこ　 宙舟 新潟市西区

鈴木　春枝 待ちぶせ 新潟市中央区

山崎　弘 落葉のうたげ（プラタナス） 燕市

高田　章 崖の街 新潟市東区

中山　嬉美 春光 新潟市南区

伊藤　祥子 厨房 新潟市中央区

鷲尾　唯志 兄妹 新潟市東区

関　美代子 3時のおやつ 長岡市

小間　加代子 夢の時 長岡市

長谷川　欣吾 狛犬のある風景 三条市

神田　径子 われ、夜の道化 小千谷市

源川　政雄 雪解けの頃 見附市

成田　イツ 夢 長岡市

生越　清允 秋潤 十日町市

池田　弘信 不思議なことだま11 柏崎市

高橋　典子 刻の贈り物 長岡市

佐藤　末子 春の訪れ（弘前） 新潟市北区

山田　聡子 新時代へ 新潟市西区

澁木　保 画室・万代の四季 新潟市西蒲区

阿部　勝則 幻の風車 十日町市

齊藤　実千代 優舞 新発田市

石山　キン 田植 関川村

松本　　治子 梅雨の終りごろ 新潟市西区

池田　哲雄 悠久の時 新潟市中央区

林　雅實 平和への願い 五泉市

五十川　かほる 生きる 新潟市西区

瀬戸　節子 朝焼け 新潟市中央区

石井　美奈子 私の想い 新潟市北区

坪井　郁子 林の中の池 新潟市中央区

渡辺　順子 道 新潟市東区

太田　敦 ゆらぎに癒されて 新潟市中央区

高橋　幸子 ゆめのあと 津南町

加藤　栄子 見上げれば．そこに・・・ 阿賀野市

皆川　孝一 冬晴れの午後 加茂市

八木　南 fly high 新発田市

斉藤　純男 収穫 燕市

神田　和子 ルレクチェ 新潟市東区

五十嵐　敦 南の風 五泉市

清水　範子 ひまわり 新潟市西蒲区

熊谷　裕美子 ぶどう大好き 新潟市西区

和田　幸蔵 平和夢想図 長岡市

本間　祚子 例年になく見事に咲いた酔芙蓉 新潟市東区

八木　孝雄 太古幻想 新潟市西区

佐佐木　春美 山脈遥光 佐渡市

渋谷　辰雄 寒い朝 新潟市北区

ヒロ Untitled 三条市

渡邊　正吉 市場の朝 新潟市西区

前田　幸子 雪の道 村上市

中村　達征 秋晴の蓮畑 新潟市江南区

奥田　美栄子 マイルート 新潟市西区

樋口　明広 カエルの夢 湯沢町

入　選

※順不同


