
4 捕獲 山内　弘子 那覇市

5 太陽の光を浴びて 喜友名　トミ子 宜野湾市

10 微笑み 長堂　哲 読谷村

17 雀たちのエチュード 宮城　米子 中城村 賞候補

26 思案 儀間　生子 那覇市

27 飽和 儀間　生子 那覇市

29 考える猫 宇栄原　格 北谷町

41 激闘 大嶺　自栄 宜野湾市

44 見上げる鉄線のシルエット 泉　朝順 西原町

52 大地の息吹に抱かれて 宇久田　全正 豊見城市

53 つなぐ・生命のバトン 加島　治 北谷町

54 獲る！生きるために 加島　治 北谷町

55 人生いろいろ 中山　尚子 南城市

59 跳躍 本間　京子 糸満市

63 黄昏どき 真栄城　相子 那覇市

68 まだかな 与那城　純子 那覇市

73 亀の涙 島本　孝一 沖縄市

76 島の夏休み 林　善教 那覇市

78 梅雨のころ 仲原　功 浦添市

86 どこ行く 花城　雅孝 那覇市

90 街角の光景 又吉　英男 浦添市

94 草笛を吹く少女たち 安田　正昭 那覇市

104 パパ早く起きないかな 宮城　晢子 那覇市

110 眼をひらけ．だまされるな 永味　節子 中城村

114 明日へ 上原　佐都子 那覇市

備　考
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備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

118 俯瞰 比嘉　源栄 読谷村

121 おれの夢 添石　艶子 与那原町

130 壁アート MEMORY 又吉　国夫 うるま市 賞候補

134 いざ、竜宮へ おおき　ゆうこう 南風原町

135 うちなー沖縄オキナワ 瀨底　真守 南城市

141 終焉の地 我如古　弥助 南城市

145 ドームの影 富村　盛信 那覇市

150 霧中の百合 比嘉　佐智子 浦添市

154 終演 仲道　幸子 うるま市

157 赤の涼感 島袋　メリ子 宜野湾市

159 太古の時 古波津　八子 宜野湾市

161 逢いたい 新城　直美 宜野湾市

162 夏本番 新城　直美 宜野湾市

164 渓流の宝石 山内　昌昭 那覇市

165 絆 山内　昌昭 那覇市 優秀賞

173 少女が天を仰ぐ　慰霊の日 具志堅　一彦 宜野湾市

176 蓮華 山内　千代美 読谷村

178 でんぐり返りダイブ 渡久地　政修 那覇市

179 ストップモーション 新垣　允啓 豊見城市

183 雫の花 本庄　和子 那覇市

186 月下での休息 佐渡山　安公 読谷村

187 染めものの街 安田　幸子 那覇市

192 怒濤 天久　昌子 浦添市

194 「うしろ姿、南の人」 水野　暁子 竹富町

200 センチメンタル タイム 大川　盛安 宜野湾市 奨励賞

201 絆 大川　盛安 宜野湾市

203 夏日記 島袋　直美 うるま市



備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

204 塩田の朝 島袋　進 浦添市

209 波紋 島袋　陽子 浦添市

212 オペラ＿求愛 真栄城　浩 北谷町

215 「お絵かきって、たのしいな」 上原　和博 那覇市

217 こどもの世界 金城　光男 西原町

228 恋の季節 知念　梨枝子 与那原町

229 リュウキュウヨシゴイ 知念　信雄 与那原町 奨励賞

232 大漁を願って 嶺井　時光 南城市

238 初舞台 永山　直樹 那覇市

241 雨上がり 比嘉　聡 北中城村 賞候補

243 視線 仲村　光代 那覇市

250 みんたま（目玉） 宮城　文正 南城市

259 海からのメッセージ 奥間　百合子 北中城村 賞候補

260 浮上 奥間　百合子 北中城村

263 めぐみ 山田　恵美子 うるま市

264 深海 山田　恵美子 うるま市 賞候補

265 静寂 稲嶺　もりみつ 北谷町

266 EXPRESSION 稲嶺　もりみつ 北谷町 県知事賞

267 うたかた 米須　末子 沖縄市

272 古の栄町を覗く 加藤　晴美 南風原町

276 光の中で 城間　由美子 八重瀬町

277 干潟の恋 城間　由美子 八重瀬町

281 異形 （上）・（下） 南　研作 那覇市

282 舞台　次は誰？ 安次嶺　まり子 那覇市

289 艶やか しんざと　えいじ 宜野湾市

294 水模様 村田　勲 北谷町

295 引き潮の浜辺 村田　勲 北谷町

青爭
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302 小さな存在 仲宗根　和子 那覇市

305 紅一点 独酌亭 写禄 那覇市

306 狙い定めて 独酌亭 写禄 那覇市

307 突然の雨 諸見里　恵子 沖縄市

312 願フィーサマチ 幸喜　あかり 沖縄市 新人賞

315 ガラス職人の気迫 丸山　栄 南風原町

318 飛騨、静かに 又吉　亮太 浦添市

324 わたし 喜屋武　綾菜 那覇市

325 何ね、これ～？ 喜屋武　綾菜 那覇市

329 鯉は蓮葉の間に戯れ 宮城　光代 名護市

330 鶏の世界 宮城　光代 名護市

333 牧志公設市場 宮義　洋史 宜野湾市 賞候補

334 蓮の花 宮義　洋史 宜野湾市 奨励賞

336 気分はgentleman 副田　保子 那覇市

337 残照 副田　保子 那覇市

338 朝日を浴びて 親富祖　勝枝 浦添市

343 お家へ帰ろう～ みやら　文 那覇市

347 水面に映る花樹 森山　元子 沖縄市

351 語らい 玉城　律子 宜野湾市

青爭


