
No 賞 画題 氏名 住所
1 推薦 七夕まつり優雅に踊る 原田 恵一 八王子市
2 特選・春 ほーら鯉のぼりだよ！ 藤岡　 正 平塚市
3 特選・夏 三嶋神社浜降祭 乙部 徹郎 平塚市
4 特選・秋 里の秋（平氏ヶ入） 富樫 正一 平塚市
5 特選・冬 出初めの華 大貫　 毅 平塚市
6 七夕特別賞 ´１２七夕 齋藤　 斎 平塚市
7 七夕特別賞 七夕千人パレード 氏家 勝男 平塚市
8 七夕特別賞 晴れて七夕にゴールイン 栗原 民雄 埼玉県新座市

9 七夕特別賞 七夕まつり楽しいね 氏家 初子 平塚市
10 七夕特別賞 街に輝く竹飾り 熊澤 康正 伊勢原市
11 入選 総合公園の夜桜 谷口　 誠 平塚市
12 入選 満開のポピー畑 伊藤 良一 平塚市
13 入選 ハマヒルガオの咲く浜で 岩田 浩一 川崎市
14 入選 湘南平からの東京スカイツリ―と東京タワー 斎藤 敏雄 大磯町
15 入選 花園 長谷川 紀也 横浜市
16 入選 湘南よさこい 関上 佑二郎 平塚市
17 入選 にぎわう浜降祭 添田 英治 二宮町
18 入選 サンセット（うみ） 仁平 信行 平塚市
19 入選 真剣勝負 本間 浩一 小田原市
20 入選 雪の八幡山洋館 水野　 武 平塚市
21 佳作 パワフルな舞姫 小泉 司郎 平塚市
22 佳作 初夏のチャペル 清田 有哉 平塚市
23 佳作 豊作を願って 岩田 浩一 川崎市
24 佳作 高砂部屋平塚合宿 三山 静雄 茅ヶ崎市
25 佳作 勝ちどき 富樫 正一 平塚市
26 佳作 夕焼け 氏家 勝男 平塚市
27 佳作 惜春 早川 惠久 平塚市
28 佳作 思いでづくり 伊藤 良一 平塚市
29 佳作 ´１２出初式 齋藤　 斎 平塚市
30 佳作 男魂 建部 隼人 平塚市
31 七夕入選 湘南ひらつか七夕舞 清水　 進 海老名市
32 七夕入選 華やかに七夕踊り 石井 清一 横浜市
33 七夕入選 七夕結婚式 田中 和夫 逗子市
34 七夕入選 もう少しでゴールだよ!! 中村 雄二 秦野市
35 七夕入選 七夕の日 青木 房雄 秦野市
36 七夕入選 奉納舞 野川 礼一 小田原市
37 七夕入選 万人の七夕まつり トリチョーブ　セッタポン 川崎市
38 七夕入選 明るい未来を作ろうよ 小林 紀美枝 川崎市
39 七夕入選 見上げてごらん 忽那　博史 練馬区
40 七夕入選 楽しい七夕おどり 田中 幸一 横浜市
41 七夕佳作 風にたなびく準特選飾り 佐藤 政夫 海老名市
42 七夕佳作 輝望の星 清水 敏子 海老名市
43 七夕佳作 倖せいっぱい 関上 佑二郎 平塚市
44 七夕佳作 ひらつか七夕優美に踊る 原田 恵一 八王子市
45 七夕佳作 七夕に願いを込めて 熊澤 康正 伊勢原市
46 七夕佳作 市制８０年を祝う 清水　 進 海老名市
47 七夕佳作 みんなで七夕涼風通り 小林 紀美枝 川崎市
48 七夕佳作 にぎわう七夕 久保　 栄 川崎市
49 七夕佳作 乙女の願いは 大貫 　毅 平塚市
50 七夕佳作 夜空を飾る豪華な飾り 水野　 武 平塚市
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