
賞名 作品番号通し番号 作品名 氏名 都道府県

最優秀賞 1 注目 熊田　政男 茨城県

2 しんけん 大林　ひろ子 千葉県

3 月明かりにナイスシュート！ バーバラ　コート アメリカ合衆国

4 ヤカン紳士 本間　静子 埼玉県

5 このツリー重いよ～ 飯尾　本平 埼玉県

6 わかいわかいピヤニスト 井関　俊 愛媛県

7 ゴール 牛田　義光 愛知県

8 分解写真 大野　忠 新潟県

9 ハートの額縁 大平　健悟 埼玉県

10 大物狙い 岡地　英男 埼玉県

11 見ないで 香月　常治 福岡県

12 立ちのぼる煙突も人も 河野　ツネ子 山口県

13 タコ足配線？ 木綱　武雄 愛媛県

14 散歩嫌い 佐藤　里英 群馬県

15 チャボ観音 白石　信夫 愛媛県

16 放水する少年 鈴木　順喜 愛知県

17 満室 仙波　晋 埼玉県

18 つる 谷田　守 滋賀県

19 あ！ 豊福　義一 岡山県

20 君達　夏バテ 中尾　勝規 山口県

21 頭にチョウが 中村　光男 埼玉県

22 一心同体？ 西村　美代子 福岡県

23 飲めや、唄えや！ 野村　成次 神奈川県

24 モザイクはやめて！ 長谷　利宏 兵庫県

25 ママの借り物 張替　政雄 埼玉県

26 今朝から頭が重くって 福田　康幸 栃木県

27 ハトも家来に？ 藤井　康男 岡山県

28 青草の誘惑 藤田　恭 千葉県

29 夏 藤野　秀夫 埼玉県

30 兄ちゃん泣かないで 藤本　十四男 兵庫県

31 離れないわ 古山　典子 福島県

32 操り人形 吉田　昌康 岡山県

33 流れる感動 渡邊　次夫 秋田県

34 シンクロナイズド　土ならし 渡辺　俊夫 埼玉県
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35 花嫁人形 秋山　正男 東京都
36 ぼくのゆりかご 安藤　弘子 埼玉県
37 オシャレ　モンキー 飯島　光雄 埼玉県
38 モナリザ 生長　七郎 大阪府
39 二羽三脚 和泉　紀寿 埼玉県
40 猫レスキュー 井上　守 山口県
41 引っかかっちゃった 臼井　江里子 三重県
42 新人研修の日 内山　えいじ 山口県
43 脱出 榎本　隆志 和歌山県
44 ちょっと失礼しまーす。 大井　幸枝 山口県
45 早く乗せてよ！ 岡田　充 埼玉県
46 進化前と進化後 角田　大介 青森県
47 あら！落ちないわ！！ 加藤　恂二 神奈川県
48 追っ手は土煙 関東　博子 福岡県
49 ドヤ顔もめんこいなー 菊地　一枝 埼玉県
50 ヨガに挑戦 齋藤　恵美 栃木県
51 力自慢 三浪　正裕 広島県
52 今日わー 篠塚　忠雄 大阪府
53 こんばんは 関口　洋美 宮城県
54 ピース？ 瀬戸　直子 埼玉県
55 台車で送る 曽我　一彦 滋賀県
56 酩酊 竹松　和子 大阪府
57 よーしゃ、登ってみるか 塚本　清次 静岡県
58 「何するんだ、痛いぞ！」 津守　義史 山口県
59 何がみえますか 當間　勝正 東京都
60 イヤだってば、海！！ 飛岡　諒 京都府
61 欲しかったんだ！チョウネクタイ！ 中川　八千代 愛媛県
62 同じ目線 中島　えり子 大分県
63 ゴミ三兄弟 中山　淳子 三重県
64 畑の妖怪 流田　齊 大阪府
65 かたつむりですけど、なにか・・・？ 南部　恭子 富山県
66 頑張れ、もう少し 西川　光男 埼玉県
67 お盆のバーゲンセール 西田　叔弘 滋賀県
68 僕、負けないぞ！ 長谷川　忠恕 東京都
69 黄金のマスク 長谷川　良明 埼玉県
70 Get!エアーズ・ロック 平石　愛子 愛媛県
71 シメシメ 福田　かつ子 埼玉県
72 猿も木から落ちる 福田　美智子 長野県
73 いい湯だよ 本田　光 北海道
74 第九交響曲 三木　雅也 香川県
75 爽快、快眠 道信　猛夫 東京都
76 同じじゃないからね 三村　庸平 東京都
77 大好き！ 三宅　聡至 青森県
78 行かないで 三好　紘一 埼玉県
79 矢沢だ、ロックだぜ（鈴鴨） 村木　千賀史 静岡県
80 三人富士山娘 望月　大介 静岡県
81 まなざし 森本　富雄 奈良県
82 瞑想する女 山田　真一 埼玉県
83 ママ　ここ怖いよ！ 横谷　廣夫 埼玉県
84 整列　前に習え！ 若林　博和 埼玉県
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