
氏　　名 題　　名 市区町村

アークベル大賞 眞島　幸平 窓辺のかがやき 新潟市西区

最優秀賞 前田　譲 休耕田・冬 新潟市西区

穴澤　裕美 緑玉 見附市

和田　幸蔵 夢の語り部 長岡市

小堺　久枝 秋の音 新潟市東区

小菅　雄太 木枯しのあと 新潟市江南区

石川　孝司 雨上りの午後 新潟市北区

田澤　裕子 キャベツの詩 新潟市西区

五十嵐　敦 想 五泉市

本間　祚子 満月の夜 新潟市東区

新潟県文化振興財団賞 吉田　のり子 立葵 新潟市江南区

新潟市長賞 松田　政俊 公園の蓮池 新潟市東区

新潟市芸術文化振興財団賞 丸山　京子 静寂 新潟市中央区

長岡市長賞 山岸　早苗 梅雨晴れ 見附市

長岡市芸術文化振興財団賞 宮崎　由美子 源氏物語より～葵の孤独 新発田市

三条市長賞 佐山　虎男 アドベンチャー(2020-Ⅱ) 新潟市西区

新潟日報美術振興賞 山本　綾子 ソファに座る人形 新潟市中央区

第四銀行賞 酒井　英哉 我が街 新潟市中央区

損害保険ジャパン賞 大木　研一 水切りタンク 新潟市中央区

新潟フジカラー賞 林　雅實 蓮華 五泉市

新潟放送賞 高橋　幸子 アイとアカネ 中魚沼郡津南町

ＮＳＴ賞 南　幹雄 詰め所跡 新潟市秋葉区

テレビ新潟賞 米山　マサエ 風和らかな日 新潟市中央区

新潟テレビ21賞 本田　靜夫 農耕終えて 新潟市西区

エフエムラジオ新潟賞 細川　洋子 プロティアのある静物 新潟市中央区

審査員奨励賞 亀山　良子 スペース 加茂市

氏　　名 題　　名 市区町村

高橋　幸江 かぼちゃ畑 新潟市北区

橋本 幸子 北アルプスの春 新潟市西区

小林　啓子 奥胎内の巨樹Ⅱ 新潟市北区

小林　千鶴子 トランジット(旅の途中で) 三条市

石山　弘 廃船のある浜辺 新潟市東区

折笠　瑞枝 溢れる 新潟市東区

加藤　マサ子 山の装い 新潟市東区

佐藤　栄美子 いちょう並木 新潟市西区

髙野　節子 さあ、できた 新潟市北区

加藤　一郎 フラワーメロディー 新発田市

佐藤　知子 この空の下で 新潟市東区

池田　和夫 仲間たち 新潟市中央区

後藤　薫 憧憬 新潟市西区

後藤　賢司 役目が終る松崎漁港 新発田市

小野里　智子 ピンクのドレス 新潟市中央区

木村　秋夫 結愛・太珂．2019年・春． 新発田市

加藤　栄子 湿原の王様 阿賀野市

石川　正彦 ハクロニシキのあるテラス 新潟市西区

中村　達征 破れ蓮 新潟市江南区

長谷川　欣吾 鏡 三条市

小間　加代子 凛 長岡市

星野　英雄 桜日和 三島郡出雲崎町

宮下　チヨミ 午後のアトリエで・・・ 長岡市

関　美代子 お帰りなさい 長岡市

仲村　正美 或る日の午後 長岡市

吉沢　祐子 碧い刻 長岡市

中村　美奈子 季 長岡市

成田　イツ おいしいね 長岡市

生越　清允 浜日和 十日町市

野島　幸雄 晩夏 長岡市

斉藤　妃早子 あやつり人形 燕市

増田　勝弥 雪景の萬代橋 新潟市中央区
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氏　　名 題　　名 市区町村

小井戸　留吉 だぁーい好き 五泉市

坂口　弘美 花影 上越市

石月　孝志 行く秋 三条市

伊藤　陽子 せせらぎ 新潟市中央区

白井　志津子 誘われて 新発田市

内山　照子 妖精の森 新潟市中央区

川村　民二 市場のおばちゃん 村上市

二ツ川　日和 花と風 新潟市西蒲区

大越　範子 晩秋の輝き 新潟市東区

桝潟　和子 額 新潟市西区

伊藤　祥子 作業小屋 新潟市中央区

大月　まなみ 立夏 五泉市

泉　アツ子 知床 新潟市西区

長　美枝子 日々是好日 新潟市中央区

横瀬　春美 冬至 新潟市江南区

金永　眞美子 バラ 新潟市中央区

芦田　敏子 風の記憶 三条市

羽鳥　洋子 岩つらら（時を超えて） 上越市

中林　玲子 陽を浴びて 長岡市

渡部　富子 毛糸玉 長岡市

宮崎　勉 トレーニング晩照 小千谷市

大関　義松 山ツツジの頃 長岡市

佐藤　由雄 渓谷 小千谷市

古田島　米三郎 旅情 南魚沼市

須田　由加里 雨あがり 柏崎市

鈴木　功 睡蓮-憩う 南魚沼市

湯澤　榮治 虫喰い紫キャベツ 十日町市

関　春夫 秋晴れの日　山通り 長岡市

押野見　勝 風 見附市

森山　芳美 紙風船の夢 魚沼市

小林　佳子 静かな刻 長岡市

今井　はな子 楽しみの丘 長岡市

佐藤　洋子 パン焼くよ 三条市

根津　一良 彩夏色深く 十日町市

古澤　知子 寒い朝に 上越市

髙橋　克幸 世界の館(夕暮れ) 柏崎市

山﨑　恵美 夏の詩 新潟市西蒲区

三品 優 N家のバラ園 岩船郡関川村

進藤　清子 ひととき 新潟市西蒲区

平岡　照彦 神々への微かな夢 長岡市

腰越　正義 920hPa 新潟市北区

稲家　就子 まどろみ 新潟市北区

田中　ひろみ 金曜日の祈り 新潟市北区

石川　生真己 秋の装い 新潟市秋葉区

滝沢　良子 ファンタジーな世界 加茂市

本田　建一 涼風立つ 新潟市秋葉区

久保　恭子 翳りゆく蓮 新潟市西区

楯　啓子 工場 新潟市西区

岡本　彰 読書する女性 新潟市西蒲区

小林　圭子 青いチャイナドレス 新潟市東区

利川　玲子 紺碧の蓮池 新潟市東区

関根　トキイ 出番まえ 新潟市南区

田村　和子 晩夏 新潟市南区

鈴木　春枝 冬木立 新潟市中央区

田中　紀義 木漏れ日 新潟市中央区

小野塚　敏夫 上高地（大正池） 新潟市中央区

前田　道廣 木漏れ日の中で 新発田市

小野塚　泉 2020 新潟市中央区

近藤　猛彦 門前の守護神 新潟市中央区

渡邊　靖 SAKURA 阿賀野市

佐藤　末子 冬間近 新潟市北区

仲川　八寿男 薔薇の部屋 長岡市

高田　章 崖の赤いホテル 新潟市東区
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河野　昭信 旅立ち 新潟市江南区

倉重　洸大 光 長岡市　

渋木　保 画室・秋の装い 新潟市西蒲区

須藤　勝男 賽の神 阿賀野市

西沢　啓子 遠い記憶 新潟市秋葉区

永井　櫻子 私の金魚 新潟市東区

神田　和子 トルコの遺跡 新潟市東区

本間　奈津子 夢の肖像 長岡市

うすだ　みさこ レディ・エマ・ハミルトン 新潟市西区

小飯田　亜海 Blooming Smile 2020 新潟市西蒲区

寺尾　千恵子 雨の日 五泉市

佐藤　恵子 厳 新潟市中央区

藤本　君子 天空の古代都市（イタリア） 柏崎市

吉﨑　正敏 2020あたりまえの日々から 上越市

吉田　吉紀 法面の桜　朝日に映えて 胎内市

中村　泰子 色づく窓辺 新潟市東区

杉崎　善次 里山の残り柿 東蒲原郡阿賀町

石井　美奈子 小春日和 新潟市北区

廣田　愛子 赤い服の少女 新潟市東区

亀山　恵美子 夏のテーブル 五泉市

勝見　孝 時 新潟市中央区

鈴木　和江 鳩に願いを 新潟市中央区

出山　修 卓上の譜 新潟市秋葉区

八木　孝雄 時は流れて 新潟市西区

早津　恵理子 夜がくる 新潟市中央区

松井　春枝 いもうと 南魚沼市

中野　久 Ａ夫人 新潟市南区

鈴木　泰子 僕の居る街 三条市

秋葉　政治 消防車の最後 新潟市江南区

清水　久美子 咲く 三条市　

本間　祐一郎 道遊の割戸 新潟市東区

田中　アツ子 渓谷の春 上越市
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