
都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
1 北海道 ○ 廃番屋 阿部　勝美 あべ　かつみ 札幌市東区

2 北海道 北の館 仲　浩克 なか　ひろかつ 札幌市豊平区

3 北海道 青い扉 中山　一博 なかやま　かずひろ 札幌市南区

4 青森県 ○ ヒマラヤ・ダウラギリ 大浪　洋二 おおなみ　ようじ 十和田市

5 岩手県 波濤 藤原　敬次郎 ふじわら　けいじろう 盛岡市

6 宮城県 蔵王と千本桜 鎌田　亀一 かまだ　きいち 黒川郡大衡村

7 山形県 蛇行 安達　義美 あだち　よしみ 寒河江市

8 山形県 思い出の語らい 遠藤　敏実 えんどう　としみ 天童市

9 山形県 ○ 梅雨明けの頃 春日　俊秀 かすが　としひで 上山市

10 山形県 ○ 山の木霊 工藤　純子 くどう　すみこ 山形市

11 山形県 旧参道 佐藤　隆一 さとう　りゅういち 村山市

12 山形県 ○ 晩秋の竜山 鈴木　茂 すずき　しげる 山形市

13 山形県 ○ 待春 戸田　忠五郎 とだ　ちゅうごろう 尾花沢市

14 栃木県 薫風 五十嵐　正道 いがらし　まさみち 小山市

15 栃木県 ○ 那須連山 熊谷　愛子 くまがい　あいこ 那須塩原市

16 栃木県 峠 関口　由郎 せきぐち　よしろう 佐野市

17 埼玉県 「東京駅」 伊藤　幹子 いとう　みきこ さいたま市南区

18 埼玉県 ○ バルカンの橋 伊藤　洋一 いとう　よういち 所沢市

19 埼玉県 ○ 君の故郷 井上　忠久 いのうえ　ただひさ 春日部市

20 埼玉県 銀細工 大野　新一 おおの　しんいち 三郷市

21 埼玉県 相馬野馬追総大将出陣 奥山　富勝 おくやま　とみかつ 春日部市

22 埼玉県 ○ セプテピの時 宍戸　光夫 ししど　みつお 越谷市

23 埼玉県 訪れ 田中　真寿子 たなか　ますこ 蓮田市

24 埼玉県 風の無い日 中野　志づ佳 なかの　しづか 東松山市

25 千葉県 並木道 石橋　佐一郎 いしばし　さいちろう 習志野市

26 千葉県 錨 大井　那地子 おおい　なちこ 千葉市稲毛区

27 千葉県 涼風 加藤　香代 かとう　かよ 千葉市花見川区

28 千葉県 ○ 雨上がりのヴェネチア 金丸　教子 かなまる　きょうこ 千葉市緑区

29 千葉県 隣家を望む 木場　園子 こば　そのこ 八街市

30 千葉県 ○ クラリネットを持って 小堀　文雄 こぼり　ふみお 流山市



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
31 千葉県 バラ園 高山　茂雄 たかやま　しげお 我孫子市

32 千葉県 ○ 昼下がりの高架下 瀧口　裕子 たきぐち　ひろこ 習志野市

33 千葉県 郷の秋 田村　ムラヱ たむら　むらえ 千葉市稲毛区

34 千葉県 思い出のめがね橋 鴇田　安子 ときた　やすこ 木更津市

35 千葉県 階段のある街 姫野　清美 ひめの　きよみ 浦安市

36 千葉県 フラメンコ 松永　政子 まつなが　まさこ 千葉市若葉区

37 千葉県 新緑の白馬三山 村田　茂仁 むらた　しげひと 浦安市

38 千葉県 残雪 山岡　健造 やまおか　けんぞう 成田市

39 東京都 夜明け 赤木　唯介 あかぎ　ただすけ 練馬区

40 東京都 ○ 白馬の春 浅井　武彦 あさい　たけひこ 府中市

41 東京都 雪のテルチ旧市街 浅見　博三 あさみ　ひろぞう 世田谷区

42 東京都 湿原の春 岩瀬　順三 いわせ　じゅんぞう 世田谷区

43 東京都 ○ 踊り場で 大泉　成 おおいずみ　せい 練馬区

44 東京都 ○ 秋景色 大澤　祥一 おおさわ　よしかず 日野市

45 東京都 最高峰　富士 小笠原　孝 おがさわら　たかし 杉並区

46 東京都 アルプスの牧場 岡野　毅 おかの　たけし 町田市

47 東京都 夏のひととき 尾田　勝己 おだ　かつみ 大田区

48 東京都 雲谷スキー場を望む 小田　康夫 おだ　やすお 世田谷区

49 東京都 新しい日 加瀬谷　修 かせがい　おさむ 八王子市

50 東京都 刻 木下　隆一 きのした　りゅういち 豊島区

51 東京都 アトリエの裸婦 小池　明 こいけ　あきら 北区

52 東京都 おくたましゅうけい 後藤　寛 ごとう　かん 国分寺市

53 東京都 ○ そよ風の光（錦ヶ浦） 小西　守一 こにし　もりかず 武蔵野市

54 東京都 新宿御苑 小山　繁 こやま　しげる 目黒区

55 東京都 待つ 佐々木　慶子 ささき　けいこ 板橋区

56 東京都 深山の流れ 佐々木　矩雄 ささき　のりお 大田区

57 東京都 稽古場 城　勢津子 じょう　せつこ 練馬区

58 東京都 ○ メランコリア 杉本　歩美 すぎもと　あゆみ 文京区

59 東京都 夏風 関原　由紀子 せきはら　ゆきこ 豊島区

60 東京都 秋のシヨン城 髙橋　寿美子 たかはし　すみこ 渋谷区



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
61 東京都 永久の時 出谷　詔雄 でたに　つぐお 荒川区

62 東京都 空 土居　幸 どい　ゆき 板橋区

63 東京都 画室の女 中島　ぶんじ なかじま　ぶんじ 国立市

64 東京都 草原の白馬 中村　久美子 なかむら　くみこ 世田谷区

65 東京都 裸婦・菩薩のポーズ 西片　晋 にしかた　すすむ 文京区

66 東京都 新緑の頃 樋口　恭弘 ひぐち　やすひろ 東村山市

67 東京都 ○ 飯豊山麓の春 平野　真佐子 ひらの　まさこ 港区

68 東京都 誘われてマラケシュ 前村　有子 まえむら　ゆうこ 港区

69 東京都 昼下がりのスーク 松本　光一 まつもと　こういち 国分寺市

70 東京都 紅葉の千畳敷 丸岡　有 まるおか　たもつ 八王子市

71 東京都 古城（フランス） 宮園　三善 みやぞの　みよし 世田谷区

72 東京都 葦の沼 森田　勝郎 もりた　かつろう 町田市

73 東京都 横浜新港埠頭 横山　和文 よこやま　かずふみ 大田区

74 神奈川県 華蔵門の木漏れ日 石黒　誠二 いしぐろ　せいじ 厚木市

75 神奈川県 藁ボッチの里山 岩崎　八重子 いわさき　やえこ 横浜市旭区

76 神奈川県 大空に泳ぐ 上田　進 うえだ　すすむ 横浜市西区

77 神奈川県 池畔 内田　周司 うちだ　しゅうじ 海老名市

78 神奈川県 遠い庭　５．２５ 鎌田　純子 かまた　すみこ 横浜市緑区

79 神奈川県 隊商の道（ヒワの塔） 河越　幸子 かわごえ　さちこ 横浜市泉区

80 神奈川県 小江戸の老舗 近藤　壽樹 こんどう　としき 横浜市青葉区

81 神奈川県 月山 佐藤　亮介 さとう　りょうすけ 相模原市南区

82 神奈川県 おぼろ夜の・・・ しんどう　れいこ しんどう　れいこ 川崎市宮前区

83 神奈川県 河岸の緑光 田原　富作 たはら　とみさく 綾瀬市

84 神奈川県 ふるさと 野中　恵美子 のなか　えみこ 高座郡寒川町

85 神奈川県 自画像 原田　一成 はらだ　かずなり 秦野市

86 神奈川県 ○ 洞窟ホテル 平田　正 ひらた　ただし 厚木市

87 神奈川県 ○ 初夏の詩 前田　靖男 まえだ　やすお 横浜市栄区

88 神奈川県 晩秋の滝と岩 丸山　毅 まるやま　つよし 茅ヶ崎市

89 神奈川県 ○ 雄大な山燕岳 村田　勇雄 むらた　いさお 愛甲郡愛川町

90 新潟県 ねぶた・巡行 阿達　豊治 あだち　とよじ 魚沼市



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
91 新潟県 スタンド片隅 阿部　直義 あべ　なおよし 阿賀野市

92 新潟県 雪映え 井口　宏 いぐち　ひろし 魚沼市

93 新潟県 花の二重奏 石田　登喜 いしだ　とき 三条市

94 新潟県 下校 栗林　一子 くりばやし　かずこ 新発田市

95 新潟県 進む過疎 小林　かつ子 こばやし　かつこ 新潟市西区

96 新潟県 晩秋のひととき 酒井　昭輝 さかい　あきてる 魚沼市

97 新潟県 魚沼の春 桜井　広文 さくらい　ひろふみ 魚沼市

98 新潟県 晩秋の霊峰 佐藤　悌二 さとう　ていじ 魚沼市

99 新潟県 渓谷 白井　のり子 しらい　のりこ 新潟市西蒲区

100 新潟県 刻の風景 菅井　勉 すがい　つとむ 新潟市西蒲区

101 新潟県 ○ 横笛を吹く姉妹 関　明一 せき　あきかず 小千谷市

102 新潟県 白雪姫の物語 田辺　佳奈子 たなべ　かなこ 長岡市

103 新潟県 マジシャン 中村　須美子 なかむら　すみこ 新潟市西蒲区

104 新潟県 狛犬のある風景 長谷川　欣吾 はせがわ　きんご 三条市

105 新潟県 秋の日 服部　盛一 はっとり　せいいち 三条市

106 新潟県 ○ 船溜り 松原　孝 まつばら　たかし 魚沼市

107 新潟県 ○ 秋陽 弥久保　孝 やくぼ　たかし 三条市

108 新潟県 帰り道 山井　聡子 やまい　さとこ 三条市

109 石川県 刻・冬を感じて 池端　千津子 いけばた　ちづこ 加賀市

110 石川県 寛に 倉西　康古 くらにし　やすこ 金沢市

111 石川県 ＳＷＥＥＴ・Ａ 斉藤　美千子 さいとう　みちこ 金沢市

112 石川県 白馬三山 清坐　繁 せいざ　しげる 金沢市

113 石川県 春になれば 干場　達雄 ほしば　たつお 鳳珠郡能登町

114 石川県 白峰 山本　衛 やまもと　まもる かほく市

115 石川県 花想 吉本　志津江 よしもと　しづえ 金沢市

116 福井県 明通寺山門 東　護 あずま　まもる 小浜市

117 福井県 棚田 泉本　貞 いずもと　ただし 小浜市

118 福井県 イタリアンレストラン 河村　正代 かわむら　まさよ 三方上中郡若狭町

119 福井県 故郷佳秋 藤田　誠次 ふじた　せいじ 三方上中郡若狭町

120 福井県 焼畑（赤かぶの里で） 前川　則雄 まえがわ　のりお 福井市



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
121 福井県 茅葺きの里 三宅　繁樹 みやけ　しげき 三方上中郡若狭町

122 長野県 春の兆し 新井　信雄 あらい　のぶお 長野市

123 長野県 雪の里山 池田　恵勇 いけだ　しげお 上田市

124 長野県 山麓錦秋 小林　政子 こばやし　まさこ 須坂市

125 長野県 朝やけ 酒井　孝 さかい　たかし 東御市

126 長野県 戸隠秋色 松本　晃佳 まつもと　あきよし 長野市

127 岐阜県 片付け前の農具 岩田　好博 いわた　よしひろ 瑞穂市

128 岐阜県 ○ 新涼 杉浦　明美 すぎうら　あけみ 岐阜市

129 岐阜県 収穫近し 棚橋　智子 たなはし　ともこ 瑞穂市

130 岐阜県 生きる 長谷川　節子 はせがわ　せつこ 岐阜市

131 岐阜県 色付く 松井　富子 まつい　とみこ 瑞穂市

132 岐阜県 白山長瀧宮の春 松田　和子 まつだ　かずこ 郡上市

133 岐阜県 珊瑚の道 武藤　季美江 むとう　きみえ 岐阜市

134 愛知県 ○ 樹海と妙高 安藤　道人 あんどう　みちひと 名古屋市緑区

135 愛知県 プロヴァンスの村 飯田　友彦 いいだ　ともひこ 愛知郡東郷町

136 愛知県 ○ 時を刻む 井藤　正恵 いふじ　まさえ 尾張旭市

137 愛知県 ○ 同行二人 権田　九一 ごんだ　くいち 北名古屋市

138 愛知県 ○ ショーウィンドー 中村　美代子 なかむら　みよこ 愛知郡東郷町

139 愛知県 明日を見つめて 星野　あさ子 ほしの　あさこ 津島市

140 愛知県 ○ 木曽の渓谷 八神　敏夫 やがみ　としお 名古屋市中川区

141 愛知県 碧南臨海港 山岡　直子 やまおか　なおこ 北名古屋市

142 愛知県 ○ 狸 横山　幸由 よこやま　ゆきよし 碧南市

143 三重県 陽光の港 伊藤　吉実 いとう　よしみ 鈴鹿市

144 滋賀県 陽だまりの中で 石田　麗佳 いしだ　れいか 彦根市

145 滋賀県 安穏 小倉　敏弘 おぐら　としひろ 彦根市

146 滋賀県 いぶきやまざんせつ 加世田　英彦 かせだ　ひでひこ 大津市

147 滋賀県 ウクライナの女オリガ 成清　ゼンボー なりきよ　ぜんぼー 愛知郡愛荘町

148 京都府 岩割の松 加藤　徹夫 かとう　てつお 城陽市

149 京都府 魚梆’１５ 倉橋　睦雄 くらはし　むつお 宇治市

150 京都府 ○ 穏やかな風景 平田　静子 ひらた　しずこ 木津川市



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
151 京都府 奥嵐山の秋 藤本　健治 ふじもと　けんじ 京都市右京区

152 京都府 ○ 帰り支度の傍で 山﨑　しのぶ やまざき　しのぶ 八幡市

153 大阪府 安曇野風景 神崎　隆 かんざき　たかし 堺市南区

154 大阪府 トロギロール 中條　健史 ちゅうじょう　けんじ 大阪市淀川区

155 大阪府 ○ 廃屋 藤原　幸子 ふじわら　ゆきこ 枚方市

156 兵庫県 ○ 五箇山集落 植野　美知子 うえの　みちこ 神戸市垂水区

157 兵庫県 ○ ニューハウンの賑い 小出　美津子 こいで　みつこ たつの市

158 兵庫県 好日 坂口　千鶴 さかぐち　ちづる 小野市

159 兵庫県 ○ 白鷺城に門東方下土塀 隅岡　精美 すみおか　せいび 神戸市垂水区

160 兵庫県 雅 服部　淳子 はっとり　じゅんこ 神戸市垂水区

161 兵庫県 美山の賑わい 半田　信一 はんだ　しんいち 神戸市須磨区

162 兵庫県 近江八幡掘 松本　治司 まつもと　はるし 神戸市長田区

163 兵庫県 妙高高原 松山　順三 まつやま　じゅんぞう 三木市

164 兵庫県 お地蔵様のお出迎え 安田　紘子 やすだ　ひろこ 神戸市須磨区

165 和歌山県 ○ 受難 上田　高司 うえだ　たかし 和歌山市

166 和歌山県 秋景 岸山　秀子 きしやま　ひでこ 和歌山市

167 和歌山県 店先 北村　好美 きたむら　よしみ 和歌山市

168 和歌山県 愛犬との時間（Ⅰ） 小池　旬子 こいけ　じゅんこ 和歌山市

169 和歌山県 タペストリー前の静物 小西　善子 こにし　よしこ 有田郡有田川町

170 和歌山県 庭の一隅 中本　礼子 なかもと　れいこ 和歌山市

171 和歌山県 渓谷 宮脇　貴与 みやわき　たかよ 田辺市

172 徳島県 刻 黒島　貞子 くろしま　さだこ 三好市

173 徳島県 大楠 佐野　紀子 さの　のりこ 徳島市

174 徳島県 ○ 雪日 谷口　克子 たにぐち　かつこ 徳島市

175 徳島県 山里の畜舎 野口　義仁 のぐち　よしひと 阿波市

176 徳島県 ジャズ演奏 長谷部　直子 はせべ　なおこ 徳島市

177 徳島県 少憩 眞野　尚枝 まの　ひさえ 板野郡松茂町

178 香川県 四国の山里 古河　信哉 ふるかわ　のぶや 丸亀市

179 福岡県 花びら遊び 有働　功一 うどう　こういち 八女郡

180 福岡県 その街の象徴 久保　敦子 くぼ　あつこ 筑紫野市



都道府県 初 作品名 氏名 ふりがな 市区町村・郡
181 福岡県 明日を想う 佐藤　弘史 さとう　ひろし 朝倉市

182 福岡県 小倉藩城下今昔の一 宍戸　邦夫 ししど　くにお 北九州市小倉北区

183 福岡県 轟 髙山　正治 たかやま　まさはる 遠賀郡水巻町

184 福岡県 途（みち） 富松　眞由美 とみまつ　まゆみ 北九州市門司区

185 福岡県 ○ 根子岳 永江　賢二 ながえ　けんじ 大牟田市

186 福岡県 時の流れ 永田　清憲 ながた　きよのり 福岡市博多区

187 福岡県 デッサンする 長門石　初子 ながといし　はつこ 小郡市

188 福岡県 停泊（Ⅲ） 中野　悦子 なかの　えつこ 福岡市博多区

189 福岡県 曲り角（２） 中村　睦子 なかむら　むつこ 久留米市

190 福岡県 鶏 橋本　ちづ子 はしもと　ちづこ 京都郡みやこ町

191 福岡県 坂の街 平川　雅子 ひらかわ　まさこ 福岡市中央区

192 福岡県 ○ 春はすぐそこ 本多　洋子 ほんだ　ようこ 粕屋郡宇美町

193 福岡県 水郷の古都 光瀬　建徳 みつせ　たてのり 筑紫野市

194 福岡県 ○ 鳥居橋 森本　絢子 もりもと　あやこ 三井郡大刀洗町

195 福岡県 里の春 山木　寿男 やまき　すみお 北九州市八幡西区

196 福岡県 寄りそい 吉岡　幸夫 よしおか　ゆきお 八女市

197 熊本県 刻 甲斐　敬彦 かい　のりひこ 玉名郡長洲町

198 熊本県 渓流 金山　充 かなやま　みつる 球磨郡

199 熊本県 時を刻む 川﨑　京子 かわさき　きょうこ 上益城郡益城町

200 熊本県 ファンベール 藤井　晃子 ふじい　あきこ 熊本市南区

201 大分県 筑後源流 森島　正喜 もりしま　まさき 日田市

202 台湾 ○ 雲南古鎮 阮　玉湖 げん　ぎょうこ 臺灣髙雄苓雅區中山ニ路

203 台湾 夏の詩 周　音谷 しゅう　おんや 台湾高雄市


