
写真部門

結果 作品名 氏名

113 市展賞 幸運へ向う 馬場 和正

35 優秀賞 少年・心裏 小倉 三千子

39 優秀賞 夕陽に輝く 勝瀬 均

88 優秀賞 シュールな光景(動中静) 土岐 令子

109 優秀賞 カンジンスキーの世界 伯井 眞人

110 鉄斎美術館賞 おねだりポーズ 長谷川 善也

108 奨励賞 落日の刻 丹生 隆

112 奨励賞 都市の断片 羽根田 幸男

142 奨励賞 窓の外は（非常事態宣言中） 本野 力

148 奨励賞 眼光 山岡 佳比古

10 佳作 冬の蛍 池本 泰博

23 佳作 巣立ち雛 上原 忠

59 佳作 悪戯 坂本 安子

63 佳作 夏夜の挽歌 清水 晴夫

85 佳作 湖辺飛沫柱 辻森 寿美

95 佳作 いつも笑顔を なかにし 宏明

96 佳作 幽春 中村 昇治

100 佳作 蜘蛛の巣 仁井 義明
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105 佳作 光のみずひき 西村 謙之助

121 佳作 光彩 福井 種次

145 佳作 池辺の小劇場 八木 義明

154 佳作 道頓堀アート 山本 彰

1 入選 過日 明石 けい子

2 入選 雷雲近し 浅野 三雄

8 入選 海沿いの光景 荒木 郁子

13 入選 一人でお出かけ 伊藤 勝信

14 入選 宇宙ステーション 伊藤 治男

15 入選 ～今は昔～・タイムリープ 稲継 正人

16 入選 針千本 井上 和已

17 入選 息抜き 井上 克弘

18 入選 静寂 井之上 修三

21 入選 人影 井上 淑子

22 入選 淀川秋彩 井上 良郎

24 入選 慈しむ 薄井 研司

26 入選 里山に蛍舞う 圓谷 浩

28 入選 46億年の軌跡 小比賀 紀代子

32 入選 神宮 大林 直喜
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36 入選 exciting 柿原 高弘

38 入選 祭りの男 片山 茂

42 入選 叫び 金泉 萬楽

43 入選 明けゆく頃・・ 亀田 喜代子

44 入選 夕暮れ 亀田 政彰

45 入選 GET? 神﨑 寬

48 入選 兵庫の秘境 木村 公子

49 入選 ご安全に 栗栖 美高

50 入選 厳寒の朝練 上月 正美

53 入選 魚眼 小林 恭子

60 入選 石垣島のカクレクマノミ 佐治 はるみ

62 入選 以心伝心 塩津 節子

66 入選 水かけ 新家 弘紀

68 入選 いろんな鯉のぼり 菅原 和子

71 入選 逃げろ！！ 多川 晴夫

73 入選 午後の近郊都市公園 田阪 照夫

75 入選 宝 田中 修

77 入選 里をぬける浜風 田中 諭

78 入選 妖艶 田中 孝
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80 入選 家路 田中 富士夫

81 入選 懐かしの記憶を記録に 田中 正秀

83 入選 一服 田渕 聰司

84 入選 朝の彩り 玉井 澄夫

87 入選 泣き相撲　－－（3枚組写真） 天井 博章

92 入選 花の舞 中 秀樹

93 入選 日常の昼下がり 永井 芳子

94 入選 神仏の坐す処 中島 久美

99 入選 視線 鍋谷 勲

101 入選 不安 西井 俊治

104 入選 落日の港公園 西村 貴久世

111 入選 里芋 花房 哲也

114 入選 冬の調べ 浜名 俊宏

115 入選 散歩道 浜野 喜久子

129 入選 稲妻 牧 孝三

132 入選 響く槌音 松井 千寿

134 入選 新しい命 眞殿 和子

137 入選 立体平面のフォルムアート 三宅  美佐子

138 入選 夜明けのシルエット 宮澤 伸介
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140 入選 止まった時間 三𠮷 孜

141 入選 大橋の夕暮れ 向井 章二

144 入選 ようこそ！おかでんへ 森藤 豊好

146 入選 紅葉への招待 安田 二朗

150 入選 皐月の空に咲け！ 山口 善光

151 入選 郷愁 山田 純一

158 入選 泥田の格闘 𠮷原 和孝

161 入選 雲の軍団 佐藤 千鶴子
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