
1 涙 川平　勝也 豊見城市

2 大漁 奥住　玉枝 那覇市

4 ファンタジー 嵩原　武子 本部町

5
進みゆく農連市場
再開発工事現場

金城　英男 那覇市

7 涼
りょう

を呼ぶ辺戸岬 普天間　新 八重瀬町

9 穏やか日和（宮城島） 仲本　潤一郎 沖縄市

11 evolution Ⅱ 新里　久 西原町

12 Passage 當間　よしの 糸満市

14 ひかりのつぶは　いりぐち 齋　悠記 沖縄市 新人賞

15 昼のさなか 泉　朝順 西原町

17 巡る想い 仲程　悦子 うるま市

20 つながる 仲座　包子 中城村

21 早春
そうしゅん

の山原路
やんばるじ

親泊　光子 与那原町

22 追憶「あらかちぐわ～」 新垣　正一 那覇市

25 ゆいま～る 仲間　英子 読谷村

28 地相
　ち　そう

與那覇　勉 与那原町 奨励賞

29 ことだまの泉 伊芸　匠志 うるま市

31 初夏の頃 下地　りえこ 那覇市

34
天才最高神様の天才　最
高テーマ絵

宮城　和邦 大宜味村

35 意識 丹羽　正淳 那覇市

36 Tree　house 瀬長　洋一 那覇市

37
躍動するヤンバルの大自
然

砂川　秀勝 那覇市
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40 表のうそ裏の真実 武村　阿委華 那覇市

41 島人ぬ宝 新屋敷　孝雄 読谷村

43 The Cut of Reality 亀田　亜弥 那覇市

44 The Memory in Spring 亀田　亜弥 那覇市

45 輝ける群像（新生） 伊川　はるよし 糸満市

47 漁夫の砦
とりで

大城　喜満 与那原町

48 烈
れつ

仲宗根　市子 那覇市 奨励賞

50 にっちも・さっちも 池原　菊江 嘉手納町

51 暮
ぼ

色
しょく

大城　春信 那覇市

56 老樹の青春 若葉の頃 田里　桂子 沖縄市

57 黒いキューブの水平形態 神村　吉次 那覇市

59 落書き帳1ページ 座喜味　盛亮 名護市

60 ハーモニー 玉寄　貞子 豊見城市

61 ティラバンタの森 並里　幸太 本部町 奨励賞

62 Origin2(起源２) 上田　達大 宮古島市

64 INPRESSION　記憶 稲嶺　もりみつ 北谷町

65 建物 上間　賢一 北谷町

66 無花果
い　ち　じ　く

の唄
うた

Ⅱ 糸洲　英子 豊見城市

67 轍
わだち

金城　郁雄 南風原町

69 ひととき 山里　永作 那覇市

73 黄色い髪飾り 知念　悦子 北谷町

75 根性 伊波　則雄 読谷村 理事長賞

76 塊
かたまり

の記憶 平敷　傑 沖縄市

77 まるくおさまる 港川　浩秀 読谷村

78 まえにどこかで．．． 中島　聖二郎 南風原町

79 たくましく 村松　優実花 那覇市　　



80 生きるという事 小泉　ゆりか 那覇市 県知事賞

81 森の精 千賀　ちか　　　　　 中城村

82
クワズイモよ驕るな！虫よ虫たち
よ！五色の草の根を枯らすな！ 砂川　恵光 浦添市

83 古木
　こ　ぼく

古謝　昌子 糸満市

85 潮騒
しおさい

下地　正宏 大宜見村

86 Iｗai-7 下地　敏一 平良市

87 Ｐaikaji-5 下地　敏一 平良市

90  ＪＩＮＳＥＩ　ＷＡ　ＩＣＨＩＤＯ 久場　兼一郎 那覇市

94 「転生
てんしょう

」 結城　佳乃 南城市

95 萌
きざし

松本　幸昌 那覇市

96 イラブチャー 池城　安武 石垣市

97 ヒージャー 池城　安武 石垣市

100 愛楽園証言集より 伊志嶺　達雄 名護市 賞候補

103 月蝕　eclipse 渡辺　幸夫 那覇市

104 樹
じゅ

 Ⅷ 比嘉　博 南風原町

105 beach party 伊禮　亮 嘉手納町

107 斜光（がじゅまる） 眞喜志　英夫 南風原町

110 「long dizziness」 赤嶺　史子 うるま市

112 名残り（区画整理を待つ） 宮平　富裕 宜野湾市

113 老刻 饒平名　知健 西原町

114 FLOW　流れ 金城　由美子 豊見城市


