
1 マヤー 山川　勇 那覇市

2 赤　屋根の海峡 大城　信利 南風原町

3 天才暗号神様のびっくり分配箱 宮城　和邦 大宜味村

5 古都讃歌 小波津　健 那覇市

7 碧の詩 石原　美智子 与那原町

8 てぃーだTOWN 比嘉　孝 読谷村

11 黄昏の破風墓 長嶺　勝磨 那覇市

13
沖縄戦時、米軍司令官バックナー中将が
見た（撮った）捕りょ達～補りょ中央の女性
は私（作者）の母か～

上原　武光 浦添市

14 華 港川　浩秀 読谷村

15 11月のｔｗｉｌｉｇｈｔ 砂川　秀勝 那覇市

16 パッション 大城　勝美 南城市

17 抗う県民の魂 伊波　則雄 読谷村 奨励賞

18 2016 北山　千雅子 読谷村 県知事賞

19 慟哭 池原　菊江 嘉手納町 賞候補

20 はちきれる自然の力 具志堅　古秀 北谷町

21 はるか 添石　良健 沖縄市

22 郷土史学習 仲本　潤一郎 沖縄市

25 吹き抜ける 泉　朝順 西原町

27 田舎みち 親泊　光子 与那原町

28 evolution 新里　久 西原町

29 記憶の向こう 仲程　悦子 うるま市 奨励賞

30 神が棲む森の石段 高嶺　伸 那覇市
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31 ファンタジー 嵩原　武子 本部町 優秀賞

32 追憶「うんじゃばる」 新垣　正一 那覇市

34 ナイファンチ初段～撓れる人 結城　佳乃 南城市

38 玩具のある静物 宮城　且事 那覇市

40 階段のある風景 大城　春信 那覇市

41 山羊と私たち 伊川　はるよし 糸満市

42 雨上がり 崎野　欣二 那覇市

45 美ら島の実り 華山　聖作 那覇市 新人賞

46 暑い夏 平敷　傑 沖縄市 賞候補

47 変革痛 小林　雅英 那覇市

48 手向けとして 丹羽　正淳 那覇市

49
つながる
－動き出す歯車－

仲座　包子 中城村

50 喜如嘉の里 国吉　文子 那覇市

51 ひとりごと 奥住　玉枝 那覇市

52 そよぐ 平川　宗信 沖縄市 賞候補

53 鎮守のがじまる 石川　哲子 うるま市

54 証言その１「愛楽園史より」 伊志嶺　達雄 名護市 賞候補

55 ヒート アイランド 仲間　英子 読谷村

58 盛夏－Ⅰ 下地　敏一 宮古島市

59 盛夏－Ⅱ 下地　敏一 宮古島市

60
陶彫－
「ある抵抗へのオマージュ」

神村　吉次 那覇市

62 オヤケ アカハチ×尚真王の乱 伊禮　青勝 南城市

63 雨上がりの商店街入口 金城　英男 那覇市

65 よろしく 川辺　敬子 那覇市

66
クワズイモは嘲笑い、
主たちは狼狽、民人は抗う

砂川　惠光 宜野湾市 賞候補

67 憶 伊藝　勝絵 浦添市



68 コドウ 玉那覇　真希 浦添市

69 金魚鉢のファンタジー 伊芸　匠志 うるま市

70 島影 赤嶺　史子 うるま市

71 まなざし 兼村　美代子 西原町

88 萌 松本　幸昌 那覇市 奨励賞

89 闘牛 大山　朝之 浦添市

90 家族会議 伊禮　亮 嘉手納町

91 深海　～Deep sea～ 渡辺　幸夫 那覇市

93 比地川 東　光二 八重瀬町

94
雄大な大自然 ソグネフィヨルド
（ノルウェー世界遺産）

大城　喜満 与那原町

95 聖地ワルミ 新屋敷　孝雄 読谷村

96 雷音 佐川　毅志 浦添市

98 樹－Ⅵ 比嘉　博 南風原町

99 同調 湖城　磨李奈 那覇市

102 斜面 眞喜志　英夫 那覇市

103 舞香花 当山　百合子 那覇市

104 MAMORUKOTO 久場　兼一郎 那覇市

105 転変する創造物 新垣　龍子 読谷村

106 中村家 宮平　富裕 宜野湾市

108 老刻 饒平名　知健 西原町

109 玉抱石獅子 東風平　朝一 那覇市

110 ミラクルワンダー 金城　ゆみ＆たく 豊見城市


