
　　　2019年第28回全国切り絵コンクール　審査結果
作品名 作者居所 セカンドテーマ 賞

佐藤　和子 午後の公園 神奈川県横浜市 大　賞
米田　和子 紫陽花　咲き誇る 茨城県水戸市 準　賞
金谷　真佐美 師走の天日干し 富山県小矢部市 優秀賞
日向野　光司 空海、山を下りる。 神奈川県川崎市 優秀賞
滑川　秀子 花時（はなとき） 茨城県小美玉市 優秀賞
圷　　道和 鎮守の森 茨城県水戸市 優秀賞
小山　靜子 新緑：小さな渓谷 埼玉県桶川市 優秀賞
立木　健司 あじさいの咲く寺へ 神奈川県横浜市 優秀賞
相澤　美智子 艶（あで）やかに咲き誇るぼたん 埼玉県寄居町 優秀賞
前田　律枝 初宮参り健やかに 富山県小矢部市 愛の絆 優秀賞
都所　壯 出発の前（子ども流鏑馬（やぶさめ）） 埼玉県毛呂山町 優秀賞
小山　国愛 波と遊ぶ 埼玉県さいたま市 愛の絆 優秀賞
吉田　慶助 至福のひととき 北海道北斗市 優秀賞
生井　規友 古刹・雲巌（うんがん）寺山門 埼玉県さいたま市 優秀賞
山田　好美 聖夜の地下パーティー 埼玉県桶川市 入　選
山田　好美 愛の告白 埼玉県桶川市 愛の絆 入　選
黒岩　功一 静寂を聴く（神蛇滝） 群馬県渋川市 入　選
宮内　雅而 持国天（じこくてん） 神奈川県相模原市 入　選
清水　　泉 弥彦神社菊まつり 新潟県新潟市 入　選
広川　　司 働くシルバー 新潟県新潟市 入　選
滑川　秀子 夜、梅を賞でる 茨城県小美玉市 愛の絆 入　選
渡邊　妥夫 水戸八幡宮 茨城県ひたちなか市 入　選
福島　あけみ 打ち水でおもてなし 埼玉県上尾市 入　選
福島　あけみ あんな事こんな事あったよネ 埼玉県上尾市 愛の絆 入　選
山根　久征 東京芝公園探索 群馬県高崎市 入　選
紺屋嶋　とし枝冬景色 富山県小矢部市 入　選
和田　　功 百人一首 栃木県足利市 入　選
和田　　功 共　白　髪 栃木県足利市 愛の絆 入　選
日熊　政庚 西芳寺　庭園 埼玉県朝霞市 入　選
都築　ひろみ 船上マーケット 埼玉県熊谷市 入　選
星野　　昇 夏の訪れ吹割（ふきわれ）の滝 埼玉県桶川市 入　選
村松　敏弘 オー　ダイアナ!! 埼玉県嵐山町 入　選
村松　敏弘 おじいちゃんと初まいり 埼玉県嵐山町 入　選
荒沢　利子 伊勢神宮参り 東京都武蔵村山市 入　選
奈良　イチ 静寂 埼玉県深谷市 入　選
森田　洋子 こつごもり 富山県小矢部市 入　選
岡崎　恵子 名刹巡り 埼玉県熊谷市 入　選
中村　佐代子 ほっこり家族　能登先端で 富山県高岡市 愛の絆 入　選
小路　和子 眼目（さっか）寺立山（りゅうせん）寺廻廊 富山県富山市 入　選
新井　豊一 洋風郷土館 富山県氷見市 入　選
石塚　　順 初夏の三溪園 神奈川県横浜市 入　選
三宅　亮子 桜のさかりに 北海道函館市 入　選
谷　　正幸 春風に乗って 横浜市瀬谷区 入　選
山田　　忠 北山﨑 岩手県盛岡市 入　選
岩田　正男 岡山城　廊下門 埼玉県上尾市 入　選
久野　　勝 鍾乳洞 埼玉県深谷市 入　選
伊藤　芳枝 名所めぐり 埼玉県吉見町 入　選
渡辺　秀子 うっそうたる若竹の林 神奈川県横須賀市 入　選
佐川　正澄 滝入不動尊（笠間市） 茨城県ひたちなか市 入　選
星野　三郎 落ち葉でかくれんぼ 茨城県ひたちなか市 入　選
山田　積昭 八坂の塔 埼玉県さいたま市 入　選
今成　由紀恵 春の美の山公園 埼玉県鴻巣市 入　選
太田　恵美子 江戸から令和へ蓮ひらく 東京都新宿区 入　選
小田部　邦子 こぼれる笑顔桜舞う 茨城県城里町 入　選
片山　恭子 神武寺薬師不動巡り 神奈川県横須賀市 入　選



吉田　慶助 江戸へ令和につなぐ 北海道北斗市 愛の絆 入　選
米田　和子 お水のむ人～　はぁ～い 茨城県水戸市 愛の絆 入　選
佐藤　　豊 ［静」　国　宝 山形県鶴岡市 入　選
関戸　豊治 小雨降る二条城 富山県小矢部市 準入選
天田　順子 故郷は今年も鈴なりの柿 群馬県伊勢崎市 準入選
髙橋　　勇 お盆で．広島を訪ねる 東京都武蔵村山市 準入選
下田　順子 待って！今あげるから 茨城県ひたちなか市 準入選
豊田　征一 桜と常夜灯 富山県高岡市 準入選
奈良岡　和美 こっちだよ！ 富山県高岡市 愛の絆 準入選
長谷　　香 アンブレラストリート 埼玉県寄居町 準入選

二輝会展示作品
江田　雅子 お休み処 岡山県津山市
畑　　徳江 鎌倉にて 埼玉県上尾市

〃 満面の笑み 〃 愛の絆
平　　章弘 新しい友達 東京都小平市 愛の絆

〃 三十槌（みとつち）の氷柱 〃
川條　秀和 教行（きょうぎょう）寺山門 兵庫県西宮市
河江　文比呂 洋ランと蝶 東京都大田区
加藤　三郎 ふる里 埼玉県朝霞市
須貝　京子 バラ香るオルゴール館 埼玉県上尾市
松本　正一 別所温泉安楽寺 群馬県高崎市
名取　政一郎 五滝岳に見守られて 神奈川県横浜市
戸田　幸子 水天宮祭の舟山車（ふねだし） 埼玉県小川町

〃 絆新たに 〃 愛の絆
山﨑　育子 ひと休み　（深大寺） 東京都瑞穂町
水谷　　勇 能登　揚げ浜式塩田村 富山県高岡市
加藤　恵美子 令和に繋ぐ絆 茨城県ひたちなか市 愛の絆
中山　光子 縁（えにし） 群馬県伊勢崎市 愛の絆
斉藤　千鶴子 初秋 富山県富山市

第28回全国切り絵コンクール　大賞作品
　　午後の公園　佐藤　和子作　（神奈川県横浜市）


