
賞名 通し番号 作品名 氏名 都道府県

最優秀賞 1 噴射 橋本　禎寛 福岡県

2 お父さん運動会きてくれた！ 酒井　紗央里 埼玉県

3 爆睡中 福田　かつ子 埼玉県

4 おいしいね～！ 本間　静子 埼玉県

5 ちょっと邪魔よ 安納　たか子 埼玉県

6 里山の秋 井関　俊 愛媛県

7 思いのまま 井上　秀昭 大阪府

8 ラムネ星人　あらわる！ 井上　弘喜 埼玉県

9 俺の太陽 大塩　雄馬 福岡県

10 変身 大原　薫 埼玉県

11 ギョッ！魚？ 岡　弘子 埼玉県

12 忍の術 小畑　一弘 岩手県

13 オール電化しました 黒木　武 宮崎県

14 あっかんべー 竹川　義之 埼玉県

15 3孫ミルフィーユ 谷　光江 埼玉県

16 捕まえるぞ 谷口　寛一 愛知県

17 元気に育ってね 谷野　隆 山口県

18 消えた獲物 田原　武児 神奈川県

19 神様は見ている 冨樫　馨 山形県

20 熱祈 中島　正 福岡県

21 チラ見 中村　昭夫 三重県

22 ムム？！ 長谷川　良明 埼玉県

23 わたしの席？ 馬場　歩 埼玉県

24 モンスター 原　淳子 埼玉県

25 パンクイキョウソウ 東口　ススム 大阪府

26 お昼寝タイム 平野　昌子 神奈川県

27 押さないで 福島　和昭 兵庫県

28 タコのぼり 古川　佐代美 福岡県

29 指しゃぶり？ 前田　高光 熊本県

30 カオナシ 森　和代 和歌山県

31 引率 安井　治夫 香川県

32 スリル満天（小便小僧） 八橋　静恵 山口県

33 再会に乾杯 吉田　一美 埼玉県

34 「ふむふむ。」 芳屋　麻里 長崎県
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35 じゃん・けん・ぽん！ 石川　貞明 栃木県

36 夏が過ぎ 緑の中で 秋感ず 和泉　紀寿 埼玉県

37 サンタの親子 内海　英明 神奈川県

38 いらっしゃいませ 江川　多嘉 栃木県

39 ねこの木？？ 大隅　廣 埼玉県

40 あ！愛犬にあやしげな怪獣？ 太田　順治 埼玉県

41 分身 大西　宏徳 愛知県

42 日食 角田　大介 青森県

43 小学生になりたいナァー 兼井　公子 愛媛県

44 居眠り 河野　サエ子 山口県

45 八福人 菊地　一枝 埼玉県

46 流れついたワン 木島　厚 埼玉県

47 泡ソフトクリーム？ 久保田　修 兵庫県

48 写ガール！ 熊谷　利昭 宮城県

49 どんだけ速い？ 桑山　友子 千葉県

50 歩道横断 小池　基夫 東京都

51 担ぐ 小西　弘子 和歌山県

52 お返し咬み。元気で強い子に成ります 小松　稔 三重県

53 ちょっと失礼 斉藤　利夫 岐阜県

54 神社売ります 佐伯　範夫 島根県

55 夢のような大きさ 佐々木　順哉 埼玉県

56 歩行者優先 佐復　恵治 埼玉県

57 純情 志村　俊光 神奈川県

58 朝の挨拶 杉山　守 静岡県

59 あたしは魔女よ！ 鈴木　信子 埼玉県

60 お昼寝タイム 田中　泰子 埼玉県

61 歯科検診 富井　保光 長野県

62 組体操 中川　光男 大阪府

63 ちょっと待った！ 中嶋　幸晴 埼玉県

64 ET現わる 中村　三枝子 埼玉県

65 奇妙な告知 名取　董雄 千葉県

66 現代の農村風景 西川　泰正 三重県

67 ハートに命中 橋上　裕 三重県

68 おつり、カエル（返る）？ 林　隆義 岡山県

69 潰される 張替　政雄 埼玉県

70 あっ また来た 藤本　十四男 兵庫県

71 ミルクの出る樹 藤森　保男 岡山県

72 完売 二元　和朗 東京都

73 キレイに撮れたかしら 前田　利恵子 埼玉県

74 陰干し 増田　哲子 福岡県

75 考える犬 南　澄恵 兵庫県

76 並んで 並んで！ 村上　智春 熊本県

77 のりば？ 森本　富雄 奈良県

78 星条旗よ永遠なれ 薬師　正興 兵庫県

79 目線、こっちにちょうだい！ 安田　靖子 兵庫県

80 にらめっこ 矢橋　寿夫 栃木県

81 気合いだぁ 山口　元広 福島県

82 飛べない猫はただの猫さ！ 山﨑　愛子 高知県

83 照る山もみじ 山根　淳市 大阪府

84 駐車場受付中です 山本　和弘 福岡県
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