
4 塩田の朝 島袋　進 浦添市

6 世相を映す 島袋　進 浦添市

24 雨の慕情 本間　京子 糸満市

29 極光宙を舞う 島袋　直美 うるま市

39 静寂 神田　守 那覇市

40 熱中症対策 神田　守 那覇市

41 水と戯れる 山田　恵美子 うるま市

42 飛翔 山田　恵美子 うるま市

48 ふと立ち止まって 知念　信雄 与那原町

51 ねえ～気づいて 大川　盛安 宜野湾市

52 勝負はまだまだ 大川　盛安 宜野湾市

53 島の不安、その1 富村　盛信 那覇市

55 表現 富村　盛信 那覇市

57 奥武島・そして夏 大城　慶子 豊見城市

58 bye-bye OKINAWA 西平　守光 西原町

60 無事を祈る 花城　雅孝 那覇市 奨励賞

61 時間
　と　　き

を忘れて 花城　雅孝 那覇市

63 おしゃれな95歳 金城　文子 南城市

64 パパ助けて！ 金城　文子 南城市

65 波に見入る 金城　光男 西原町

69 パパとにらめっこ 伊禮　貴新 那覇市

備　考

平成２９年度沖縄県芸術文化祭公募展（写真）入選作品

市町村受付
番号 作品名 氏　名



備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

74 男の祭 宮城　晢子 那覇市

77 匠の技 正木　スエ子 宜野湾市

78 狐の嫁入り 正木　スエ子 宜野湾市

79 挑戦 正木　虎夫 宜野湾市

86 祈り 富永　由香 糸満市

87 時代 富永　由香 糸満市

90 ゆかる日・まさる日 新垣　フミ子 南風原町

91 生命
せいめい

の輝き 新垣　フミ子 南風原町

92 情愛 具志堅　興清 名護市

93 テービーガーエー 知念　和範　 名護市

96 WONDER　PLANET　OKINAWA 真栄城　浩 北谷町

97 蛍の毛あしび 真栄城　浩 北谷町

100 風に誘わて 泉　朝順 西原町

101 夢中 泉　朝順 西原町

103 瞳 大嶺　自栄 宜野湾市

104 渚の光景 崎濱　慶子 那覇市

109 ス―サーの威嚇 嶺井　エリ 南城市

111 夕日に映ゆる里 嶺井　エリ 南城市

112 チュニジアンブルー 原国　政裕 豊見城市

113 氷河を渡る 原国　政裕 豊見城市

121 魚だ！！ 高田　和泰 那覇市

124 ユメノナカ 與儀　美奈子 浦添市 奨励賞

125 ユメノナカーはるかー 與儀　美奈子 浦添市



備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

127 安田
 あ　　だ　　　　　　　　　　　　　なお らい

のシヌグの直会／タングサトゥエー 下地　良男 那覇市

130 大空に舞う 平田　善信 豊見城市

131 収穫 内間　秀太郎 沖縄市

133 予感 幸喜　あかり

135 未来へピース 真栄城　相子 那覇市

140 星の見える丘 長堂　哲 読谷村

143 Big　Shadow　picture 新田　みゆき 名護市

144 覗く 新田　みゆき 名護市

145 夏の日 栃澤　滿郎 那覇市

146 窓辺 栃澤　滿郎 那覇市

149 シャドー 儀間　生子 那覇市 賞候補

150 サイケデリックタウン 儀間　生子 那覇市

152 まなざし 又吉　英男 浦添市

153 変化 又吉　英男 浦添市

154 森のざわめき 安田　幸子 那覇市

156 覗く 山内　弘子 那覇市 賞候補

157 金色
こんじき

の舞 山内　弘子 那覇市

162 十時茶 おおき　ゆうこう 南風原町

163 戦争を知らない子供たち おおき　ゆうこう 南風原町

164 モネの池 又吉　全一 豊見城市

169 桜咲く頃 祖慶　良勇 那覇市

171 孤高の瞑想 我喜屋　功 那覇市

172 更
ふ

くる 我喜屋　功 那覇市 奨励賞



備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

174 初チャレンジ？ 与那城　純子 那覇市

175 西表島の節祭
　し　　ち

宮城　米子 中城村

176 八月踊りの男仕事 宮城　米子 中城村

180 若夏 与儀　文夫 中城村

181 井戸端会議 与儀　文夫 中城村

183 クマヤ洞窟の響き 安田　正昭 那覇市

184 再会 安田　正昭 那覇市

185 祭祀の女達 中山　尚子 南城市

186 fantasy 新城　直美 宜野湾市 理事長賞

193 終焉 赤嶺　喜孝 那覇市

196 捕れたかな～ 添石　艶子 与那原町

203 これなーに？ 新垣　允啓 豊見城市

204 パパも子育て 新垣　允啓 豊見城市

207 胞子の踊り 城間　由美子 八重瀬町

208 晩夏 城間　由美子 八重瀬町

214 眩惑 平良　克之 那覇市

218 御神木 具志堅　一彦 宜野湾市

222 三線職人 牧志　盛吉 与那原町

224 夢実現へ（伊良部大橋） 大濵　忠市 宮古島市

226 平和への希求 城間　健 那覇市

230 海神祭 大城　敏雄 与那原町

231 視線 大城　敏雄 与那原町

232 なかゆくい 山里　邦子 那覇市



備　考市町村受付
番号 作品名 氏　名

236 Birth 永山　直樹 沖縄市

238 光彩 永味　節子 中城村

239 降下 永味　節子 中城村

244 尾瀬 新川　美代子 西原町

247 日だまりに憩う 上原　和博 那覇市

250 歳月の流れ人知れず佇む 宮城　良信 西原町

253 群像 喜屋武　敬子 豊見城市

260 家族の肖像 具志　明 八重瀬町

261 夏雲 具志　明 八重瀬町

264 祈り 天久　昌子 浦添市

265 いのちのワルツ 仲程　梨枝子 那覇市

273 蒼
そう

幻想
げんそう

奥間　百合子 北中城村

280 琉球藍 森江　直子 与那原町

288 砂の造形 仲間　智常 浦添市

291 艶やかな笑み みやら　文 那覇市

292 スプリンクラー 副田　保子 那覇市

293 花ざかり 副田　保子 那覇市

304 瞳 山田　義憲 浦添市

306 厄男たち 長堂　嘉秀 那覇市

311 Life 宮城　光代 沖縄市

312 木霊
 こ  だ ま

宮城　光代 沖縄市

314 HORIZON 宮義　洋史 沖縄市

315 肖像 宮義　洋史 沖縄市 県知事賞

317 夏
な つ

時雨
  し ぐ れ

親富祖　勝枝 浦添市 新人賞


