
1 孤宿の人 伊志嶺　達雄 名護市 沖縄県知事賞

2 尖塔のある街 大城　裕 南風原町

5 恐怖と自由と 嵩原　武子 本部町

6 明日は出漁 亀浜　勇吉 那覇市

7 カイダ字へのオマージュ 仲宗根　市子 那覇市 賞候補

8 シーサーのある風景 大城　春信 那覇市

12 エンゼルトランペット 八木　洋子 うるま市

13 黒い森 平川　宗信 沖縄市
沖縄県文化振
興会理事長賞

14 メタモルフォーゼ 石原　美智子 与那原町

15 師走の街角 仲間　英子 読谷村

17 小鳥と少女 知念　悦子 北谷町

20 幻影都市 金城 龍太 糸満市

23 家路 仲本　潤一郎 沖縄市

25 Reverse 久場　兼一郎 那覇市

26 沖縄、鼓動・波動・愛さんどー 砂川　恵光 浦添市

29 Mayaの祈り 仲宗根　勇吉 沖縄市

30 モニスムス 武村　阿委華 那覇市

31 フリッパー 武村　阿委華 那覇市

32 天才暗号神様の天才偉業絵 宮城　和邦 大宜味村

33 地相Ⅲ 與那覇　勉 与那原町 奨励賞

34 ヒージャーの塊 平敷　傑 沖縄市

36 べらんめぇ 上原　則雄 那覇市

38 物質Ⅰ カガミ　ジョージ 那覇市 新人賞

40 すうまんぼうす新芽が咲く頃 砂川　秀勝 那覇市

42 旅立に送る 長谷川　正昭 沖縄市
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43 透明な海・透明な色 長谷川　正昭 沖縄市

44 今夜咲きます（月下美人） 石川　恵子 西原町

46 穏やかな午後 泉　朝順 西原町

50 パイナップル食べたいなぁー 山川　勇 那覇市

51 禍流 並里　幸太 本部町 賞候補

52 肖像―暗愁が彼の心を陰って行った― 神村　吉次 那覇市

54 immaturity2未熟 上田　達大 宮古島市

55 静物 高嶺　伸 那覇市

57 島バナナ 比嘉　克啓 金武町

58 Mystery 具志堅　古秀 北谷町

62 閃 比嘉　孝 読谷村

63 余波 普天間　新 八重瀬町

64 言霊の泉 伊芸　匠志 うるま市

65 花風 城間　文雄 那覇市

66 一時 石川　哲子 うるま市

67 夕映の盤根 港川　浩秀 読谷村

68 翔 仲程　悦子 うるま市 奨励賞

69 樹根 崎野　欣二 那覇市

70 滝桜 白金　直 沖縄市

71 ＯＤＹＳＳＥＹ-ガラスの玉ねぎ- 渡辺　幸夫 那覇市

72 芽吹き 千賀　ちか 中城村

74 色を愉しむ 上原　進 南城市

75 運の風 宮平　富裕 宜野湾市

77 Gaia 宮義　洋史 沖縄市

78 メモリーボックス 松本　幸昌 那覇市

79 過去・未来 東　光二 糸満市

80
五百羅漢(沖展2018）去りし後の新世界ＥＴＣ無
限ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ（愛)!!!

与那覇　俊 豊見城市

81 雨のアメリカンビレッジ 伊是名　吉明 沖縄市



83 つながる 仲座　包子 中城村 奨励賞

84 コスモス畑 親泊　光子 与那原町

85 白保の獅子舞い 奥住　玉枝 那覇市

86 Crazy　ｍe　 比嘉　陽子 南城市

87 シルバーホライゾン 糸洲　英子 豊見城市

91 狂気-Ｄａｄｄｙ！Ｃｏｍｅ　ｂａｃｋ 金城　芳明 宮古島市

93 彼方 比屋根　清隆 沖縄市

94 夫婦円満 伊禮　亮 嘉手納町

95 四次元の入口 中澤　将 浦添市 賞候補

96 白日夢 新屋敷　孝雄 読谷村

97 母と子 伊川　はるよし 糸満市

98 夢えい-３９度８分の境界線- 座喜味　盛亮 名護市

99 葛藤 國場　まゆみ 那覇市

101 山原船 屋良　朝信 うるま市

105 至福の瞬間 村松　優実花 那覇市

106 重くて硬くて動かない 小泉　ゆりか 那覇市

111 樹－Ⅹ 比嘉　博 南風原町

112 望郷 下地　正宏 大宜味村

113 こどもとあさ 齋　悠記 沖縄市

115 老刻 饒平名　知健 西原町

116 ＨＩＫＡＲI 金城　由美子 豊見城市


