
写真部門

結果 作品名 氏名

80 市展賞 天つ雲 谷井　みゆき

94 優秀賞 子供のパラダイス 鍋谷　勲

119 優秀賞 珍入者 前田　弘志

123 優秀賞 廃屋 真殿　和子

125 優秀賞 裏通り 光武　仙子

34 鉄斎美術館賞 おじいちゃんち 加藤　昭代

69 奨励賞 森の幻想 仙﨑　幸子

71 奨励賞 邂逅 竹村　寬来

90 奨励賞 白昼夢 なかにし　宏明

107 奨励賞 コスプレイベント日の若者 早川　麗子

4 佳作 夢の中へ 阿部　信夫

14 佳作 激闘 井上　守夫

22 佳作 もっと遠くへ 圓谷　浩

28 佳作 幻の花 奥村　律子

31 佳作 スコール接近！！ 柿原　高弘

70 佳作 ワ・タ・シの心の海 園田　泰弘

73 佳作 森の踊り子 田中　和子

78 佳作 帰路 田邉　信二

2022年10月31日 1/5 ページ



結果 作品名 氏名

79 佳作 見蕩れる 田邉　美智子

91 佳作 残雪の旭岳 中村　昇治

100 佳作 赤目のほとけさま 西村　眞理子

106 佳作 出会い 浜野　喜久子

1 入選 天空の花園 明石　けい子

2 入選 街角 浅岡　哲記

7 入選 幽谷 荒木　透

8 入選 湖沼の朝 石原　修

10 入選 ランセリンの彩雲 井上　和已

11 入選 いいね！ハッピースマイル 井上　克弘

15 入選 煌めき 井上　淑子

16 入選 狐花 上柳 　恒雄

17 入選 潮干狩り 魚谷　行重

18 入選 雨後飾る 薄井 　研司

19 入選 べっぴんさん 梅原　昇

21 入選 憧憬 ～ Le monde du millet ～ 圓谷　かおる

26 入選 エンディングサマー 岡﨑　雅子

32 入選 疾走 柿本　ゆか子

33 入選 春兆す 勝瀬　均
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36 入選 氷壁 金泉　萬楽

37 入選 午後の陸橋 神木　歌子

38 入選 爽風渡る 亀田　喜代子

40 入選 恋の予感 河津　敬子

41 入選 思わぬ迫力 河村　和彦

42 入選 面妖な沼地 河村　成美

50 入選 畦の煌めき 上月　正美

51 入選 ワタシモマゼテ 上妻　正智

53 入選 天空のモニュメント 小林　恭子

55 入選 にぎわい 坂本　明美

57 入選 AI強靱ロボット 佐々木　輝子

58 入選 平和のシンボル 佐治　はるみ

59 入選 音魂 塩津　節子

61 入選 遠き想い 赤代　隆司

62 入選 午後の都市公園 庄野　洋子

63 入選 水面錦秋 新家　弘紀

65 入選 アート通り 須崎　哲哉

66 入選 河川敷の人 鈴木　博

67 入選 荒海に生きる 関　高樹
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72 入選 風そよぐ水面 田阪　照夫

74 入選 黒鐵之城 田中　諭

75 入選 お出かけ 田中　孝

82 入選 藍色の刻 田原　洋

85 入選 真剣 時松　宏

87 入選 白昼夢 永井　芳子

93 入選 水 雲 名越　章

95 入選 笹百合開花 仁井　義明

98 入選 霧湧くローカル線 西村　謙之助

101 入選 黄金の砂紋 長谷川　善也

102 入選 深山幽谷 波多野　博

103 入選 有為無常 花房　哲也

104 入選 雨日の街角 羽根田　幸男

109 入選 最高潮 日夏　智子

111 入選 涙顔 藤野　稔

112 入選 カルナバル 藤本　昌平

113 入選 爽やかな夏 古塚　豊子

114 入選 夜の街角 細谷　昭二郎

115 入選 メタセコイアの森 堀内　雅之
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118 入選 都会の怪獣 前田　千代子

121 入選 北壁に立つ 松井　睦明

129 入選 炎舞う海峡の夕暮れ 向井　章二

131 入選 秋の音色 百野　高史

132 入選 類人猿 森　哲雄

138 入選 ポスターイベントの日 山田　純一

139 入選 着陸まえ 山辺　幸男

140 入選 郷愁に誘われて 山本　彰

141 入選 午後の公園 山本　昌彦

145 入選 赤が似合う街 横田　陽子

146 入選 帰り道 和田　國雄

147 入選 願い 岡　和男

148 入選 雪上の盆栽 福田　健次
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