
第26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 大王いか出現！！ 水彩 有吉礼音 千葉県

2 最優秀賞 あっママの声だ！ アクリル 小泉ヤスヱ 香川県

3 優秀賞 その日がくるまで アクリル 稲澤水輝 東京都

4 奨励賞 もうすぐつくよ　がんばろうね 油彩・アクリル 山岡健造 千葉県

5 奨励賞 春の精は赤い靴を アクリル 橋本ひとみ 京都府

6 奨励賞 星空 アクリル 田尻恵理菜 大阪府

7 佳作 あまびえの森 ミクストメディア 清島義司 千葉県

8 佳作 時間が回る アクリル 寺崎廣子 京都府

9 佳作 「ようこそ」 油彩 畠山結花 宮城県

10 佳作 ぬけ道 色鉛筆 上田理世 奈良県

11 佳作 『わたしは元気！と伝えてね』～お魚の手紙 顔彩 川井眞理子 神奈川県

12 入選 Bird　Sanctuary 版画用カラーインク 細井一貞 新潟県上越市

13 入選 葉っぱに乗って（きれいだの） 水彩 桑原美佐子 新潟県魚沼市

14 入選 真夜中のフェス テンペラ 池田和子 東京都

15 入選 画家の夢 版画 渡辺敏彦 富山県

16 入選 密談の準備 岩絵具・膠 フルイチマサヒコ 神奈川県

17 入選 ともだち 水可溶性油絵具 広沢葵 新潟県長岡市

18 入選 ヤギ仙人の住む家 木版・水彩 望月信幸 長野県

19 入選 どんど焼きがやってくる 水彩 たけだみつひろ 長野県

20 入選 ワニぼっこ クレパス・アクリル 貴田レオン 大阪府

21 入選 ひ孫とのひととき 色画用紙・パステル 水澤文江 新潟県南魚沼市

22 入選 家族 アクリル 金丸竹子 三重県

23 入選 叱られて 和紙 森美恵 神奈川県

24 入選 ９４回の春を又迎えられたね… アクリル 小久保洋子 東京都

25 入選 優しい気憶 インクペンシル 上原由起子 兵庫県

26 入選 ママのブーツ 水彩 鈴木信次 群馬県

27 入選 昼寝 水彩 竹谷千穂 京都府

28 入選 いってらっしゃい 油彩 岩城安子 兵庫県

29 入選 おかえり 油彩 寺崎城介 千葉県

30 入選 赤いポスト（みんなの願い届けて） 油彩 山北敏比幸 三重県

31 入選 The　昆虫 ミクストメディア 阿部広 宮城県

32 入選 さあ　いそげ～ パステル・色鉛筆 長田智佐子 神奈川県

33 入選 なかよくできる？ 油彩 山形牧子 宮城県

34 入選 思い出 油彩 北口久人 大阪府

35 入選 姉ちゃんが嫁ぐ日のお見送り 水彩 近藤猛彦 新潟県新潟市

36 入選 ８月と残灯 油彩 伊藤彩乃 新潟県新潟市

37 入選 無限の世界 岩絵具・水干絵具・アクリルなど 中本雅 兵庫県

38 入選 深い深い海の中 アクリル 井上靖子 京都府

39 入選 夜の世界 鉛筆 東耀平 愛知県

40 入選 安寧の時 アクリル 黒川つきえ 福岡県

41 入選 この世界は公園 墨 藤井リベカ 長野県

42 入選 緑の調べ アクリル・ダーマトグラフ 倉羽博之 千葉県

43 入選 桜風 パステル 今泉心 北海道

44 入選 夜のファンタジー アクリル 池田勝彦 愛知県

45 入選 あの列車に乗って 水彩 髙木共子 神奈川県

46 入選 光の下でごはん食べよう！ 水彩 うたかひろこ 兵庫県

47 入選 迷宮の俯瞰　１ アクリル 児玉泰 大阪府

48 入選 決意の刻 アクリル・色鉛筆・クレヨン 夜中つか 愛知県

49 入選 元気の粉 日本画材・岩絵具 祐加 兵庫県

50 入選 声をおいかけて アクリル・水彩・墨 ねずまちるくね 愛媛県

51 入選 ２歳、４歳の初登山「お山の上は楽しいな」 油彩 齋藤勝子 新潟県南魚沼市


