
分類名 審査結果名 画題名 氏名 市町村名

一般        

入選                  浜の夕焼け                                      山畠　益次                知名町       

入選                  晴れた日に２                                    田實　鈴子                曽於市末吉町    

入選                  ワイドー                                           池田　一貴                垂水市       

入選                  人生四期                                         二見　安正                大崎町       

入選                  池の情景                                         郡山　昱郎                鹿児島市      

入選                  糸車                                                末吉　公子                姶良市       

入選                  震度7                                              門田　進治                志布志市      

入選                  特攻基地に立っての想い                    河合  粂子                曽於市末吉町    

入選                  春近し                                             戸張　佳子                南大隅町      

入選                  文明の発達                                      山口　正人                日置市       

入選                  都井岬でのひととき                           大園  ミヨ子               錦江町       

入選                  里山の秋                                         郷司山　キヨ子          大崎町       

入選                  四季の里                                         原之園  美知子          鹿屋市       

入選                  初秋と共に家族総出の稲刈りだっ        前原　渉                   鹿屋市       

入選                  至福のとき                                       竹田  ヒサ子              曽於市末吉町    

入選                  ほていあおいⅡ                                 牧　美惠子                肝付町       

入選                  紫陽花、咲く頃                                  下村　義美                都城市       

入選                  SIN(沁)                                            宝田  耕二                曽於市末吉町    

入選                  アジサイの花さくころ                          外前田  盛雄             曽於市末吉町    

入選                  ノイシュバンシュタイン城Ⅰ                 春口　直彦                鹿屋市       

入選                  生命Ⅳ                                             牧田　かおり              曽於市末吉町    

入選                  田舎の風景                                      岩下　敬一                鹿屋市       

入選                  裸婦                                                池田　寿枝                宮崎市       

入選                  寒い朝                                             稲満　香                   霧島市       

入選                  静寂の調べ                                      いちき　惠子              霧島市       

入選                  破船                                                新福　隆巳                霧島市       

入選                  「火の島の祭り」                                西口　純一                鹿屋市       

入選                  踊る　わ・た・し・                                犬童　スズ子             曽於市末吉町    

入選                  It's Show Time!!                                小倉　鈴子                曽於市大隅町    

入選                  憧憬                                                黒﨑  順子                鹿屋市       

入選                  ハーモニーⅡ                                    諸木  春子                大崎町       

入選                  破壊　余白　生成　♯４                       黒岩　正道                九州外       

入選                  白い花があるキッチン                        尾山  明子                三股町       

入選                  3.11パートⅠ                                     間世田　文子             鹿屋市       



入選                  Kからの手紙                                     藤元  美保子             東串良町      

入選                  看板娘                                             井戸口　達三             長崎県       

入選                  マリン・パラダイス                              志村  正子                鹿屋市       

入選                  束縛                                                上別府　友里             志布志市      

入選                  ソメイヨシノ                                       上別府　学                志布志市      

入選                  日溜まり                                           古川　清正                都城市       

入選                  奇塊Ⅱ                                             鵜木　ひろ子             霧島市       

入選                  ＹＯＵ　Ⅱ                                          今村　峰子                三股町       

入選                  幻                                                 楠牟禮　美和             都城市       

入選                  森の妖精                                         中山　セツ子              曽於市末吉町    

入選                  山田橋                                             大田　透                   都城市       

入選                  10 YEARS AFTER                             田之上　昭一             都城市       

入選                  孤棲                                                諏訪　彩香                鹿児島市      

入選                  移ろい                                             堀之内　聖                鹿児島市      

入選                  救済                                                米良　遼河                鹿児島市      

入選                  挑戦                                                春　京華                   霧島市       

入選                  眺める                                             小野　桃佳                鹿児島市      

入選                  彼方１７－Ⅳ                                     栫　康宏                   鹿屋市       

入選                  前へ                                                海江田  宏                指宿市       

入選                  MARIONETTE                                   ジェームス　富窪        都城市       

入選                  卓上                                                臼井　和子                都城市       

入選                  古墳の町                                         黒田  陽子                鹿屋市       

入選                  生きぬく力                                        仮屋薗  弘子             鹿屋市       

入選                  春を待つ                                          仮屋薗　寿子             鹿屋市       

入選                  夏の終わり                                       田中　豊子                都城市       

入選                  崩落                                                境　良子                   高原町       

入選                  仙楽の里(B)                                     坂井　裕子                鹿児島市      

入選                  年年歳歳～甲                                   石原　琢二郎             日置市       

入選                  梅雨を思う                                        日髙　咲賀子             鹿屋市       

入選                  ハプニング                                       桑波田　美津子         鹿児島市      

入選                  かた隅で                                          やまうち　裕子           鹿児島市      

入選                  月夜を喰む                                       稲留　愼一郎             鹿児島市      

入選                  〝鬼〟                                             坂元　修一郎             志布志市      

入選                  数的女性像                                      矢田　勇生                鹿児島市      

入選                  漁港の一隅                                      西川　勝一                鹿屋市       



入選                  月梅                                                新名　勇一                串間市       

入選                  侵食・石を抱く榕                                吉村  義一郎             鹿屋市       

入選                  幻想　桜島                                       岩元　睦子                鹿児島市      

入選                  休日Ⅱ                                             三田　公子                曽於市財部町    


