
第25回『越後湯沢全国童画展』　入賞入選者一覧
No. 賞 題名 画材 氏名 住所

1 大賞 嵐が過ぎたなら光を見つけに行こう 油彩 藤井節 佐賀県

2 最優秀賞 タイムカプセル 水彩 内山泰介 新潟県三条市

3 優秀賞 み～んな　あつまれ！ 油彩 北口久人 大阪府

4 奨励賞 やさしさのありか アクリル・クレヨン 山本いつこ 千葉県

5 奨励賞 世海樹 テンペラ 池田和子 東京都

6 奨励賞 雪の向こうに 油彩 ふじおかみゆき 東京都

7 佳作 大えのきに見守られて ポスターカラー 河野綾子 埼玉県

8 佳作 夢 アクリル・墨 松本みさこ 岐阜県

9 佳作 記念写真 色画用紙・パステル 水澤文江 新潟県南魚沼市

10 佳作 コロナが去ったら、とびまわろう！！ アクリル・パステル 小久保洋子 東京都

11 佳作 夢想乱欒 アクリル 倉羽博之 千葉県

12 入選 伝説の森 油彩 清水好和 新潟県中魚沼郡

13 入選 それでも私は前へ進む アクリルガッシュ・色鉛筆 田中ちはる 群馬県

14 入選 海を覗ける壁 シルクスクリーン 渡辺敏彦 富山県

15 入選 仲良しおしゃべり　チーチッチー 水彩 水落孝子 新潟県十日町市

16 入選 しもばしら ｱｸﾘﾙｶﾞｯｼｭ・ﾘｷﾃｯｸｽ さかきばらみわ 三重県

17 入選 森の隠れ家 ペン・アクリル 宮沢さとみ 神奈川県

18 入選 雪の日（集団登校） ポスターカラー 鳥居雄三 京都府

19 入選 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｔｒｅｅ アクリル・マジック他 鈴木まいか 千葉県

20 入選 ア・ソ・ボ アクリル・水彩 木太裕美 香川県

21 入選 宙船 アクリル 寺崎廣子 京都府

22 入選 風の通る街の景観１ アクリル 児玉泰 大阪府

23 入選 星への旅路Ⅱ アクリル 土田匠実 神奈川県

24 入選 遊びをせんとや生まれけん オイルパステル 吉川祐子 和歌山県

25 入選 食べごろ 水彩・アクリル 髙橋一彦 新潟県小千谷市

26 入選 サーカスの夜に アクリル オオニシアヅサ 千葉県

27 入選 ぼくはリンゴ大好き 油彩 斉藤妃早子 新潟県燕市

28 入選 雪の日でもミミといっしょだとあったかいな 油彩 山岡健造 千葉県

29 入選 コロナ禍妄想「Ｖａｃｃｉｎｅ」 アクリル 竹下美穂 千葉県

30 入選 光の先 色鉛筆 槇榮子 茨城県

31 入選 草が茂る小道を通って アクリル 千葉弘太郎 群馬県

32 入選 空洞の空 油彩 菅野傳授 福島県

33 入選 まあるいまあるい アクリル 藤井リベカ 長野県

34 入選 たくさんあそぼう 日本画材、鉛筆 小笠原百合子 東京都

35 入選 密かな涙、しずかな微笑み、ぼくらの明日を照らす祈り アクリルガッシュ・クレパス くまのひでのぶ 岐阜県

36 入選 妖精の楽園 アクリルガッシュ・色鉛筆他 ｋｉｋｉ 京都府

37 入選 星ふる庭 アクリル ＳＵＧＡＫＯ 京都府

38 入選 お家はどこだ、コロナに気をつけて 鉛筆・水彩 山北敏比幸 三重県

39 入選 紙芝居 顔彩 川井眞理子 神奈川県

40 入選 風花 透明水彩・アクリルガッシュ 百名由希子 神奈川県

41 入選 ヒカリ アクリルガッシュ 片蛍 埼玉県

42 入選 いのちのことばを聞く アクリル・オイルパステル 松倉朝子 富山県

43 入選 森の友達…？ 油彩 畠山結花 宮城県

44 入選 ハムちゃん 色鉛筆 小泉ヤスエ 香川県

45 入選 めでたや、愛し子 ペン・インク 緒方智奈美 宮崎県

46 入選 シンホニー和 アクリル 杉山輝之 千葉県

47 入選 御来光を飲みこんだキリン 墨・木炭 池上武男 長野県

48 入選 モノクロームな世界 ボールペン 鶴見正行 栃木県

49 入選 朝の光 アクリル 井田千早 神奈川県

50 入選 私が絵を描くきっかけになったのは… アクリル・クレヨン・パステル 道下れい子 埼玉県

51 入選 人間花火とその仲間たち（Ⅰ） 油彩 すぎもと和 愛知県


