
タイトル 作  者

第2回 大賞 考える葦たち 青木 鐡夫
第2回 準大賞 COCOOns 吉田 信二
第2回 優秀賞 COSMOS 920503 益田 勤三
第2回 優秀賞 コロニー 橋間  仁
第3回 大賞 ウルト欄間 黒須 和清
第4回 大賞 Windy zone 井上 隆夫
第4回 優秀賞 無題 原田  薫
第5回 大賞 P-REX 斉藤  歩
第6回 準大賞 The Paper World 赤木 利正
第7回 大賞 赤い帆 大久保 昭一
第8回 優秀賞 LOOK FOR THE WOOD ! 河村 友里恵
第8回 優秀賞 シャーロック･ホームズ赤毛連盟 及川 亜子
第9回 大賞 かわにぐつ 河村 友里恵
第10回 大賞 Pe-PET 長尾 昌枝
第10回 準大賞 空器 長谷川 克夫
第11回 大賞 鳥と魚の空間充填形 中村 開己
第11回 優秀賞 空器49 長谷川 克夫
第12回 大賞 童夢 角谷 篤史
第12回 優秀賞 UNIT STRUCTURE 三井  統
第12回 入選 ポップアップ波平 関口 隆太郎
第12回 入選 キングペンギン 平井 一博
第13回 準大賞 浄化装置 加岳井  広
第13回 優秀賞 Honドセル 兼増 孝二
第13回 入選 線と画 赤木 利正
第14回 準大賞 風神･雷神 高谷 義則
第14回 優秀賞 アルマジクロック 石井 正樹
第15回 大賞 思わず「ふぅーっ」としたくなる 西川 一子
第16回 大賞 ファッションショー「アレ･コレ」 羽根田 英世
第16回 奨励賞 カラッから 長谷川 克夫
第17回 大賞 生のぬけがら 長谷川 克夫
第18回 準大賞 サボテン 福島  章
第19回 大賞 最後の晩餐 中山 ゆかり
第19回 準大賞 晩夏涼風 松浦 充人
第20回 大賞 虫は紙に隠れる 宮西  徹
第20回 準大賞 恐竜カウディプテリスク 石井 正樹
第20回 優秀賞･特種東海製紙賞 Wave 福島 章夫
第20回 入賞･特種東海製紙賞 〝Humu humu-Nuku nuku-A-Puaa〟 佐藤 しのぶ
第21回 大賞 黙する言語(時の形象) 井上 隆夫
第21回 特種東海製紙賞 mirror 木皿 昇吾
第21回 竹尾賞 とがりひらがな ささお まこと
第21回 平和紙業賞 十如是より 直井 薫子
第22回 大賞 風景の宅配便 安田 誠一
第22回 特種東海製紙賞 <虹色切り絵あ～と>夢広場 佐藤 敏子
第22回 竹尾賞 Identity 陳  怡帆
第22回 日清紡ペーパープロダクツ賞 夢ぎっしり 吉田 智哉
第23回 大賞 海にとける月 西岡  柊
第23回 準大賞 風の肖像 Yoshio Hasegawa
第24回 大賞 紙堆朱 溝田 靖浩
第24回 準大賞 フェイクかいわれ･1パック39円 折戸 朗子
第24回 特種東海製紙賞 眠れぬ夜は羊を数える 青木 政人
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第24回 竹尾賞 マトリョー紙･CAR 芦沢 拓郎
第24回 新生紙パルプ商事賞 Kids☆Birthday Party 紙バンド造形倶楽部
第25回 大賞 OKOSAMA MADE 大村 洋二朗
第25回 準大賞 Human connection 松井 いんこ
第25回 竹尾賞 寄せ木のショコラ(詰め合わせ) 寺門 晃代
第25回 新生紙パルプ商事賞 復興の面構え 村上  寛
第25回 平和紙業賞 森のなか 大熊 紹詮
第25回 特種東海製紙賞 the Face.～個。それ以上の集合。～ 小倉“ZUN”秀仁
第26回 大賞 「千の風になって」を聞く2人 下畑裕儀
第26回 準大賞 透明魚 赤木利正
第26回 王子エフテックス賞 カメラ Kamihasami
第26回 新生紙パルプ商事賞 回想 福島義将
第26回 平和紙業賞 イニシャルX 赤井愛未xxx
第27回 大賞 生命 竹内 紀帆
第27回 準大賞 命の彩り ～ある３ヶ月の食の記録～ 正村 美菜子
第27回 王子エフテックス賞 茶碗二点 秋山 謙二
第27回 新生紙パルプ商事賞 Box 筒井　美夏
第27回 竹尾賞 moment 陶山 岳志
第27回 平和紙業賞 Pay per paper Narrative Illustrations
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