
1 雨ふりの日曜日 55×53 組 名嘉　久美子 豊見城

2 銀河への祈り 75×60 単 名嘉　久美子 豊見城

4 琉球絣織り 77×92 組 諸見里　安吉 うるま

5 私の合図を待て！ 55×76 単 町田　宗昭 沖縄市

10 歴史漂う六角堂 61,5×72,5 単 伊藤　俊雄 宜野湾市

11 何しているの ４８，３×68,7 単 高嶺　正美 豊見城市

14 自然は偉大な芸術家 86×107 組 屋冨祖　良敬 那覇市 賞候補

18 龍が舞う 43.7×59 単 富村　盛信 那覇市

19 さあ～かえろうか 62×51 単 赤嶺　喜考 那覇市

20 雨やどり 51×62 単 赤嶺　喜考 那覇市

21 雨音のメロディー 81×112 組 長濱　大 豊見城市

24 Umbrella In Sky 60×90 単 知念 清市 今帰仁村

25  海の見える風景シリーズ-DYNAMIC EARTH- 105×140 単 稲嶺　もりみつ うるま市

26 窓辺の物語 82×112 単 与儀　文夫 中城村 奨励賞

28 収穫を見守る愛犬 51×62 単 喜納　正雄 与那原町

30 健康祈願 58.5×39 組 亀谷　長進 浦添市

32 夕暮れ時 73.5×61.5 単 正木　虎夫 宜野湾市
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33 アーサ収穫 76.5×61.5 単 正木　虎夫 宜野湾市

35 4・28 110×79 組 正木　スエ子 宜野湾市

41 あ～うまかった！！ 60×44.5 単 楚南　冨美子 那覇市

44 ギャーたすけて～！ 61.5×72.5 単 松田　理 北谷町

45 捕獲（ほかく) 77×107 組 島本　考一 沖縄市

47 熱い指導 112×82 組 神田　守 那覇市

49 オーラ 63×63 単 神田　守 那覇市

53 海の道しるべ 61.5×72.5 単 具志　明 八重瀬町

60 カプセルホテル？ 59×43 単 米須　末子 沖縄市

61 胡蝶の舞 27×101 組 新城　直美 宜野湾市

63 日々平安 86×62 組 新城　直美 宜野湾市

64 ニライ.カナイ.え 74×60 単 大城　敏雄 与那原町

65 暮れなずむ 60×74 単 大城　敏雄 与那原町

66 照れやのぼく 62×51.5 単 安里　涼子 那覇市

68 朝日に燃ゆる 62×76 単 加島　治 北谷町

70 夏まつり 73×61.5 単 下地　宏 沖縄市

72 二人で観たサクラ 69×78.5 単 比嘉　久美 南城市

73 穫り入れのいそしみ 69×78.5 単 比嘉　久美 南城市

74 飛ぶウナギ　走るカワウ 72×89 単 菅原　壯 沖縄市

75 ミサゴのダイビング 72×89 単 菅原　壯 沖縄市



76 岩彩 85×113 組 島田　美佐子 うるま市

81 雪国 112.5×71.5 組 内間　秀太郎 沖縄市

82 仲たがい 63×51 単 幸喜　あかり 沖縄市

84 ちむどんどん 51×62 単 嘉手苅　エミ子 豊見城

96 男 62×51 単 宮城　晢子 那覇市

98 異邦人 76.7×61.4 単 安田　正昭 那覇市

99 再会 61.4×76.7 単 安田　正昭 那覇市

102 サンセットストーリー 51×62 単 又吉　全一 豊見城市

105 夏雲の下で 60.5×74.5 単 金城　光男 西原町

109 威嚇 47×62.5 単 松田　昌一 沖縄市

111 春をつかむ 78×63 単 原国　政裕 豊見城市

113 ストリート 64×89 単 又吉　英男 浦添市 賞候補

118 天空の男達 64×111 組 我喜屋　功 那覇市

120 ひまわり 80.5×154.2 組 おおきゆうこう 南風原町

126 揺蕩うままに 112×64 組 永味　節子 中城村

127 夏時間 112 ×64 組 永味　節子 中城村

128 雷雲 85×132 単 具志堅　一彦 宜野湾市 沖縄県文化振興会理事長賞

129 ナイスライディング 51×61.5 単 具志堅　一彦 宜野湾市

131 愛牛を育む闘牛女子 62×76 組 新垣　フミ子 南風原町

134 神秘の世界 76×2 組 仲吉　祐美香 南風原町



136 離合集散 83×107 組 上江洲　正宏 那覇市

139 おつとめを終えて 52×62 単 安次嶺　まり子 那覇市

147 北のくに 15.3×19.5 宮城　米子 中城村

148 落陽の詩 51×63 単 當山　清裕 宜野湾市

150 停まった時間 84×114 組 本庄　正人 那覇市

151 雨あがり 103×74 組 本庄　正人 那覇市

152 Who are you 72×61 組 宮森　和夫 沖縄市

153 コザ街探索 72×61 組 宮森　和夫 沖縄市

154 初夏 62×51 単 麓　隼人 那覇市

156 放置船 113×83 組 花城　雅孝 那覇市

157 待ち合わせ 63×52 単 花城　雅孝 那覇市

158 コロナの休日 51×62 単 大城　卓也 糸満市

159 夏の帰り道 72.3×61.4 単 新垣　隆吾 与那原町

161 人が消えた街 47.3×61.4 単 新垣　隆吾 与那原町

163 魔女の住む森 51.5×66.5 単 長堂 哲 読谷村

164 アグリモンスター 113×83.5 組 新垣 允啓 豊見城市

165 島時間 63.4×77.4 単 新垣 允啓 豊見城市

169 岩肌に染まる 62×51 単 高良 美千子 那覇市

172 外界への旅立ち 62×51 単 城間　由美子 八重瀬

174 祝　歌碑誕生 60×130 組 川満　昭男 西原町



175 眼球 48×63 単 川満　昭男 西原町

177 「ありがとう」撮影地 久高島 18×19 出口　由香 南城市

178 波ニモマケズ 62.5×45.2 単 真栄城　浩 北谷町

181 赤鬼 53×64 単 我那覇洋子 那覇市

183 至福のひととき 69×79 単 砂川　盛榮 浦添市

184 ひと休み 48.3×32.9 単 儀間生子 那覇市

185 緋色の時 48.3×32.9 単 儀間生子 那覇市

187 ミッショングローブを着た婦人 48.5×64.0 単 喜屋武　敬子 豊見城市

189 錆びたビット 51.5×62.5 単 桃原　正憲 那覇市

191 夏の香り 60×90 組 當間　奈津菜 豊見城市

193 ファンタスティック 52×80 単 比嘉　功助 沖縄市

198 海へ 42×59.4 単 仲栄真　宏 那覇市

199 ソフトクリーム 59.4×42 単 仲栄真　宏 那覇市

200 そよ風に吹かれて 63×51 組 山里　邦子 那覇市

204 故きを温ねて 53×64 単 仲程　梨枝子 那覇市

207 sirohara story 21.5×28.5 砂川　悦子 豊見城市 賞候補

209 豊浜鯛まつり 67×56 単 砂川　悦子 豊見城市

217 写真大好き４人組 51×62.5 単 大城　智子 南風原町

225 木漏れ日に包まれながら 51.5×66 単 金城　真紀子 与那原町

226 御来光 51.5×66 単 金城　真紀子 与那原町



227 五穀豊穣 48×63 単 富永　由香 糸満市

228 春爛漫 66×51 単 富永　由香 糸満市

230 ７２年の歴史に幕 113×75 組 宮良　正子 うるま市 奨励賞

231 吐息をなぞる 81×158 組 高野　大 宜野湾市 沖縄県知事賞

235 祈りと願いを込めて 68×52 単 平安政子 西原町

236 やぎバトル 62×73 単 新田　みゆき 名護市

240 記憶の中の彼女 51×62 単 新里　ゆきえ 那覇市 新人賞

241 愛牛～勝っても負けても～ 51×62 単 新里　ゆきえ 那覇市

245 伊計島点描 78×108 組 大城　慶子 豊見城市

246 禁煙の裏通り 61×71 単 大城　慶子 豊見城市

247 HOPE 73×103 単 安里　寿美 沖縄市 賞候補

249 Who are you? 83×113 組 安里　寿美 沖縄市

250 古民家 43.5×147 単 崎濱　慶子 那覇市 賞候補

251 癒しのスポット 67.5×88 単 崎濱　慶子 那覇市

252 碧の舞 62.5×51.5 単 鈴木　康子 豊見城市

254 レトロ 70×100 組 照屋　明 浦添市 奨励賞

257 希望 32×24 単 叶　信之 那覇市

260 その先は… 44.7×32.8 単 上原　秀児 那覇市

261 舞台裏の視線 64.4×53.9 組 山内　利江子 読谷村


