
写真部門

結果 作品名 氏名

131 市展賞 熱視線 土岐　令子

44 優秀賞 朝ぼらけ 岡田　秀雄

169 優秀賞 黄昏の光彩 古塚　豊子

170 優秀賞 愁華 堀内　雅之

211 優秀賞 産寧坂 山辺　幸男

89 鉄斎美術館賞 夢での再会 坂本　安子

24 奨励賞 暁の高原 井上　守夫

49 奨励賞 神出鬼没 小倉　三千子

96 奨励賞 未確認飛行物 塩月　仁

109 奨励賞 夢の一瞬 砂脇　たけ子

1 佳作 円い幻影 明石　けい子

4 佳作 泥に染まらず 阿部　信夫

7 佳作 大都会 有瀬　清美

19 佳作 おとぎの国 伊藤　治男

56 佳作 落葉だワーイ 加藤　英治

62 佳作 一瞬の輝き 亀田　政彰

82 佳作 夕映えの丘 小林 恭子

90 佳作 窓辺のテーブル 佐々木　輝子
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154 佳作 秋暮 花房　哲也

158 佳作 華やぐトンネル 浜野　喜久子

171 佳作 朝日を浴びて 本田　健二

185 佳作 霧の森 南出　奈津江

187 佳作 パイプ変貌 三宅　美佐子

191 佳作 閑日 三𠮷　孜

193 佳作 ミ ス ト 村山　明

214 佳作 あるブロンズ壁 山本　節子

216 佳作 孤独 横山　周作

223 佳作 はてな 松井　千寿

8 入選 水面アート 飯田　敏郎

9 入選 平成の記憶 飯塚　富郎

11 入選 位相201 池田　重信

17 入選 わーできたー 板野　宣正

20 入選 ラ・フォレの指揮者 稲継　正人

25 入選 枯衰三葉 井上　淑子

28 入選 燦爛 上原　忠

30 入選 マジックアワー 魚谷　行重

31 入選 そよ風に 薄井　研司
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32 入選 幸多き畳岩 烏田　建夫

33 入選 煌めく風景 宇田川　洋二

34 入選 至福の時 畝　富政

36 入選 午後のアート公園 遠藤　堅衛

40 入選 煌めき 太田　　茂範

43 入選 山小屋の名物 大前　保夫

48 入選 パレードの日 奥村　律子

53 入選 氷中の世界 片山　茂

54 入選 生命の神秘 片山　多美子

57 入選 西穂高明ける 加藤　泰典

61 入選 願いを込めて 亀田　喜代子

64 入選 彩りデュエット 河村　成美

66 入選 霜月の朝 菊池　信一郎

68 入選 水渋き 北西　弘

70 入選 上を向いて 木下　朱美

73 入選 深山幽谷 教野　道雄

74 入選 神事舞 黒崎　詳子

75 入選 ミズスマシ滑る 上月　正美

76 入選 こころばえ 上妻　正智
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77 入選 狩鳥 小谷　善徳

78 入選 街角の美容師さん 兒玉　佐知子

79 入選 こころ 小寺　哲夫

80 入選 カワイイ甘えん坊 小西　伸一

83 入選 寒ざらし 薦田　佳郎

85 入選 粉雪まとう 榊　佐智子

91 入選 夢の懸け橋 佐治　はるみ

92 入選 佳き日の朝 佐藤　麻美

99 入選 紅のしじま 島津　雅壽

100 入選 朱鷺いろの影 清水　和義

102 入選 勇者 下山　薫

104 入選 オールディーズな休日 菅野　みね子

105 入選 役目終えて 菅原　和子

107 入選 一心 数藤　守治

111 入選 秋の相倉 高岡　清

113 入選 犬のサンタ 田阪　照夫

114 入選 夢舞台 田島　孝雄

133 入選 温もり 時松　宏

136 入選 さつきの風をまつ 中田　知恵子
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137 入選 うたかたの夏 中西　春代

139 入選 同行二人 中村　貴一

141 入選 予兆 鍋谷　勲

146 入選 羨望 西村　俊裕

150 入選 布引の滝（乗鞍山麓） 野村　仁丸

151 入選 暮色　 橋本　信雄

153 入選 亜空間 羽田　範子

155 入選 対面 羽根田　幸男

156 入選 昇天 馬場　和正

166 入選 タ　ト　ゥ　ー 藤島　政幸

173 入選 星降る街 牧　孝三

178 入選 渓谷を渡る 松永　直徳

184 入選 片隅の情景 光武　仙子

188 入選 １０月５日、宝塚の空が焼けた 宮崎　周吉

189 入選 鍋ヶ滝 宮澤　伸介

201 入選 ランデブー 安田　孝

205 入選 早朝散歩 山川　弘志

206 入選 しじま（静寂） 山口　昌宏

209 入選 ファンタジースケッチ 山田　純一
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213 入選 自転車のある風景 山本　彰

215 入選 アートの部屋 山本　昌彦

217 入選 NINJA 吉田　扇

218 入選 花馬疾走 𠮷原　和孝

222 入選 本番前 岡﨑　雅子

225 入選 ブルーインパルス 宮地　種光
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