
第24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 魔法の庭 アクリル 鷹塀三奈 大阪府

2 最優秀賞 星になったのなら、あの空へお手紙を書こう！ 顔彩 川井眞理子 神奈川県

3 優秀賞 あんな・そんな・こんな アクリル・水彩 阿部広 宮城県

4 奨励賞 「されど空の深さを知る」 ペン 中村勇人 大阪府

5 奨励賞 百奇喜夜行 ミクストメディア 倉羽博之 千葉県

6 奨励賞 希望 アクリル 井田千早 神奈川県

7 佳作 畳になった少女 アクリル 渋谷直人 神奈川県

8 佳作 天空の夢 油彩 槇榮子 茨城県

9 佳作 テセウスの船 アクリル 穂波梅太郎 大阪府

10 佳作 緑の響きに憧れて 水彩・パステル 髙木共子 神奈川県

11 佳作 ぼくのピアノ アクリル・ペン 渡邉玲子 千葉県

12 入選 静かな時の流れ アクリル・墨 松本みさこ 岐阜県

13 入選 大道芸人 水彩 石丸秀夫 大阪府

14 入選 バク君の夢　昼と夜 アクリル 吉田さらさ 東京都

15 入選 一本橇の唄 版画 たけだみつひろ 長野県

16 入選 タツノオトシゴ型空中シンフォニーホール アクリル 杉山繁行 新潟県三条市

17 入選 自然遊園界 貼り絵 吉井康朗 奈良県

18 入選 夢 鉛筆 北川昌史 北海道

19 入選 いっしょに傘入る？ 油彩 KAORI 神奈川県

20 入選 たのしい夜 アクリル・パステル・コラージュ 白井不二子 大阪府

21 入選 十五夜 アクリル 北口久人 大阪府

22 入選 鳥の王と魚の姫 パステル・鉛筆 貴田和恵 大阪府

23 入選 ぼくはこのまちがすき アクリル 永野宏三 福岡県

24 入選 雪のふる日に集まって アクリル 横井佑次 神奈川県

25 入選 春風の子どもたち 水彩・アクリル 山本淑江 山梨県

26 入選 つなわたり 油彩 塘岡静子 熊本県

27 入選 ママの尾ッポあったかーい アクリル 上原賢子 佐賀県

28 入選 桜まつりの夜に リキテックス 尾白かおる 兵庫県

29 入選 愚鈍の王 日本画材 竹下美穂 千葉県

30 入選 葡萄畑の妖精 インクペンシル 上原由起子 兵庫県

31 入選 公園のやまふじ号 水彩・アクリル 武村裕子 千葉県

32 入選 ベロベロべろ～ん アクリル 岡本千鶴 京都府

33 入選 愛ちゃんが飛ぶ アクリル 寺崎廣子 京都府

34 入選 雨の動物園 アクリル 木村淳 宮城県

35 入選 今日は虫とり、へび退治。お宮の森では遊びがいっぱい。 テンペラ 浮橋美頭 富山県

36 入選 あなたの歩くその先で、いつでもおかえりと共に待っているよ アクリルガッシュ・クレパス くまのひでのぶ 東京都

37 入選 遥かな尾瀬のお花畑で「ハイ、チーズ！」 水彩 近藤猛彦 新潟県新潟市

38 入選 野のコンサート 油性パステル 長谷川一夫 新潟県新潟市

39 入選 ぽつんと駅 不透明水彩 品原克幸 福岡県

40 入選 さあ、泳ぐぞう 水彩・顔彩 平島久子 香川県

41 入選 カラフル 水彩・色鉛筆 上田基世 奈良県

42 入選 あぢさゐで遊ぶ 絞り染め・型染め 歌喜くけ子 北海道

43 入選 さあ　おあがり アクリル 小泉ヤスヱ 香川県

44 入選 がんばれちびっ子 水彩 柳沼ひろこ 福島県

45 入選 三日月も眠る町 アクリル 早川靖子 京都府

46 入選 おばあさんとおはぎ アクリル 橋本ひとみ 京都府

47 入選 温かい雨 アクリル iwata popomi 神奈川県

48 入選 遠い海の思い出 オイルパステル・アクリル・ニス・箔 竹内香ノ子 静岡県

49 入選 さかなたちの　集★合 水彩 藤村純子 山口県

50 入選 「あしたも」 岩絵具・水干絵具 和田健一郎 京都府

51 入選 なにしてあそぶ？ クレパス 田口琴音 千葉県


