
賞名 通し番号 作品名 氏名 都道府県

最優秀賞 1 ジャンプ 平野　昌子 神奈川県

2 私の住まい 小嶋　典生 神奈川県

3 ご挨拶 田山　雄史 埼玉県

4 私押す人、あなた輓く人 峯岸　誠一 神奈川県

5 あなた誰？何見ているの？ 安納　たか子 埼玉県

6 いででで！反則！それ反則！！ 和泉　紀寿 埼玉県

7 新トランプ 大滝　俊隆 千葉県

8 憩いの囲い 金山　修康 埼玉県

9 川面 桑原　庄一 東京都

10 最高の日陰 紅露　雅之 北海道

11 あのさあ 近藤　愛哉 岩手県

12 合コン 滋田　昌治 埼玉県

13 お仕事ごくろうさま！ 鈴木　信子 埼玉県

14 ちょ～気持ちいい 鈴木　弘信 鹿児島県

15 桜島の笑顔 住　髙秀 鹿児島県

16 おたまじゃくし 仙波　晋 埼玉県

17 ぷりっとそら豆 高橋　一行 新潟県

18 恐怖体験 髙橋　信子 埼玉県

19 威風堂々 竹川　義之 埼玉県

20 忍耐 田沼　清昭 埼玉県

21 限界です！ 千葉　国男 兵庫県

22 危ないよ 長　恵美子 福岡県

23 目と眼でウ～ 中嶋　幸晴 埼玉県

24 僕のそっくりさん 中村　忠雄 奈良県

25 孫いわく　イモ虫みたい！ 野沢　宏孝 神奈川県

26 試合が終って電車で帰ろう 野村　成次 神奈川県

27 迷カメラマン 本間　静子 埼玉県

28 押すよ！ 桝井　昭夫 埼玉県

29 え！！どっち？ 溝端　敬子 大阪府

30 これで安心 向田　聖喜 埼玉県

31 笑う福郎くん 村木　千賀史 静岡県

32 水技。ナイスショット！ 吉田　和春 東京都

33 ガァブリ 米倉　辰雄 東京都

34 見ないで！！ 渡部　幸一 福島県
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35 雪男？！ 粟野　和美 福井県

36 自然の彫刻 飯塚　清助 群馬県

37 髪かざり 池上　和夫 福島県

38 美脚自慢 泉田　ミチ子 福島県

39 ナルシスト 井上　明 三重県

40 睨みをきかせて 宇都宮　雅江 広島県

41 グッド・バランス！！ 遠藤　正雄 埼玉県

42 かくれんぼ 大西　寛 群馬県

43 重量オーバー 岡田　忠良 兵庫県

44 私は影じゃありません 岡田　龍雄 大阪府

45 曲芸でござぁいー！ 奥山　喜久雄 山形県

46 蛸の日光浴 角田　訓也 岡山県

47 見てるんだぞ！！ 片岡　多美子 埼玉県

48 ママ、こわいヨ！ 加藤　泰彦 東京都

49 ボランティア 忽那　博史 埼玉県

50 大家族 栗田　昌明 埼玉県

51 巨人だ？ 小久保　喜一 埼玉県

52 一郎打法 小林　博 兵庫県

53 魚と遊ぶ子猫 小松　稔 三重県

54 たこ入道出現 近藤　功 埼玉県

55 親子 西條　きみ子 宮城県

56 子熊 坂田　恒代 埼玉県

57
埼玉県産の栄養素　たっぷりキウイフルーツ
すみれちゃん（6ヶ月）

定形　真騎 埼玉県

58 ナルキッソス 島　敏之 埼玉県

59 氷の造形 清水　守 埼玉県

60 通せんぼ 鈴木　行男 埼玉県

61 ケースから飛び出した！ 達下　才子 岩手県

62 いいね！ 丹野　裕輔 埼玉県

63 ごちそうさまでした 千葉　逸子 北海道

64 カエルの願い「あーした雨になーれ」 塚本　清次 静岡県

65 僕も飛ぶ 中井　貞夫 京都府

66 浜の恐龍 中武　健次 宮崎県

67 鳥居？魚居！ 名雪　誠 千葉県

68 食パンおばけ 西田　美世子 大阪府

69 お休み中 長谷川　悟 滋賀県

70 頭かくして 堀越　末次 千葉県

71 ジョン・レノン 巻島　芳明 群馬県

72 旅ねこ 町田　正雄 埼玉県

73 スプラッシュ 松本　優里 埼玉県

74 美女にタコ 三上　晃 千葉県

75 食べたいの？ 水口　晋一 愛知県

76 ドボン！ 村上　智春 熊本県

77 仲良し 安井　治夫 香川県

78 ボーダー柄に変身 柳田　愛子 岡山県

79 安眠 山下　金太郎 愛媛県

80 おちょぼ口 山本　艶子 三重県

81 見つめないで 𠮷𠮷田　喜一 埼玉県

82 スリップ事故だな 吉田　敬三郎 東京都

83 清掃中 吉野　宏映 埼玉県

84 えっちら おっちら 渡辺　俊夫 埼玉県

佳作
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