
No.1 春日 優子
「のぞき見」

オーディエンス賞

No.2 薗田 麻衣子
「ちくわ」

No.3 長澤 則子
「ここが一番！」

No.4 倉持 明
「至福の時」

No.5 木部 友恵
「勘助・2016・夏至・

田植えのあと」

No.6 川瀬 八千代
「ひだまり」

No.7 六川 元
「お気に入りの場所」

No.8 六川 勇
「ひとりでお散歩」

No.9 六川 洋
「お母さんと一緒に」

No.10 村井 美恵子
「ママと一緒」

No.11 坂本徹
「何か、良い臭いだ」

No.12 坂本たつ江
「あ！！、落ちる」

美術館・図書館長賞

No.13 大塚 員彦
「猫とエノコログサ」

No.14 石川 博義
「もう行くよ」

No.15 櫻井 孝子
「真剣です」

No.16 鈴木 淳子
「猫のお客様」



No.17 本島 里桜
「光と風と音と猫」

オーディエンス賞
No.18 丸山 和彦

「いいとこみつけた」

オーディエンス賞

No.19 稲葉 愛
「縁台トーク」

美術館・図書館長賞

No.20 桑子 久美子
「いい眺めだな」

No.21 嶋田 美奈
「きれいに咲いたね！」

No.22 中村 琴子
「ポピーとはる」

No.23 原島 智恵子
「暑すぎる～！！」 No.26 木村 たかこ

「梅雨の中休み」

No.27 内田 たけ子
「自由な時間」

No.28 内田 知香子
「４匹の集まり」

No.29 石川 茉由
「しあわせの小さなハート」 No.34 植杉 佳恵

「視線の先に」

No.35 植杉 孝二
「毛づくろい」

No.36 植杉 紅里
「花に囲まれて
日なたぼっこ」

No.37 保坂 淳子
「何だろ！」

No.38 保坂 恭子
「まぶしいにゃ」



No.39 鈴木 昭雄
「ﾄｳﾓﾛｺｼ畑の猫」

No.40 鈴木 笑子
「塀の上の猫」

No.41 菅野 蒼紫
「葉っぱの間から」

No.42 菅野 亜由実
「見たなあ」

No.43 菅野 竜也
「あー、気持ちいい」

No.45 藤野 茂
「ネェ、ナニミテルノ？」

太田市長賞

No.44 藤村 香代子
「なかよし」

No.46 金井 重子
「通り道」

No.47 松井 国江
「うだる午後」

No.48 髙橋 清
「何か用かい」

No.49 塚越 正剛
「ねむい午後」

No.50 須藤 潤
「まちかどの黒猫」

美術館・図書館長賞

No.51 須藤 恒義
「ワンとキャット」

No.52 須藤 洋子
「なに！見てんだよ！」

No.53 矢野 文夫
「仲間」

美術館・図書館長賞

No.54 篠田 全司
「サァー おいで」



No.55 鈴木 栄
「昼下がり」

No.56 鈴木 秀和
「大あくび」

オーディエンス賞

No.57 相澤 みずき
「あらよっと！」

オーディエンス賞

No.59 田中 菜々美
「こんにちは」

No.60   田中 美穂
「今ぶさいくって言ったか？」

No.61 田中 真理子
「ねこねこおいで！」 No.62 田中 洋史

「私はネコである」

No.63 野村 要介
「夏」

No.65 堀 和幸
「木陰にて」

No.66 村上 典子
「参拝者のお出迎え」

美術館・図書館長賞

No.67 鈴木 菜穂
「裏道」

美術館・図書館長賞

No.68 髙栁 健一
「眠そうなまち」

No.71 高橋 伸枝
「真冬のスイミング」

No.69 いい湯だな
「久保方 紀久」

オーディエンス賞

No.70 かくれんぼ
「小保方 和代」

No.72 高橋 洋章
「お散歩一休み」



No.75 植木 貴仁
「ちょっと 失礼」

No.76 植木 温子
「どっちが主役？」

No.77 植木 一吉
「素知らぬふり」

No.78 遠藤 貴志
「のんびり「」

No.79 遠藤 政代
「長座体前屈」

No.80 遠藤 陽香
「うっとり」

No.81 遠藤 佳織
「眠い」 No.82 鈴木 達也

「眩しい」

No.74 小久保 忠雄
「ただいま！」

No.73 荒井 りつこ
「こっちへおいで」

KIKI賞

No.83 石川 智恵子
「なんだろう・・・」

No.84 田端 俊輝
「がおー！」

No.85 田端 優花
「雨やどり・・・？」

No.86 田端 あい子
「呼んだ？」

No.87 板橋 順子
「とらざとパトラ」

No.88 今井 富士美
「まちかど美術館の猫」



No.91 石塚 千枝子
「そろり そろり」

No.92 原田 亜耶
「上から失礼します」

No.90 山縣 祐子
「ひみつのお化け屋敷」

No.89 野村 秀史
「無題」

No.95 岡部 可菜
「同化？」

No.96 桐生 みさを
「吾輩は野良猫である」

No.93 原田 茉実
「こんばんは」

No.94 原田 健汰
「飛びたい！」

No.97 橋本 安子
「何が見える」

No.98 橋本 寿美江
「ワンパク マロンちゃん」

No.99 星野 浩
「散歩」

No.100 関 大輔
「警戒中！」

No.101 内田 美香
「ごはんの時間」 No.102 広瀬 君代

「もーいいかい？まーだだよ」


