
賞名 通し番号 作品名 氏名 都道府県

最優秀賞 1 パンチパーマ 中尾　勝規 山口県

2 せいくらべ 川田　実惠 埼玉県

3 勝負！ 忽那　博史 埼玉県

4 そこだっ！！！ 人見　尚汰 京都府

5 一人相撲 有岡　亨 広島県

6 笑う門には福きたる。 池山　久子 三重県

7 雨あがり 大西　弘行 香川県

8 ヘン顔梨 加藤　泰彦 東京都

9 泥人形 金子　幸子 山口県

10 アダムとイヴ 川上　和俊 兵庫県

11 いい夫婦 神田　誠一 埼玉県

12 お手伝い 客野　ノブオ 北海道

13 通話中 黒瀬　博恭 熊本県

14 フラミンゴ 坂田　茂行 埼玉県

15 はあ～い！ 相楽　執一 福島県

16 ナイスブッダ 谷口　寛一 愛知県

17 人間ロケット 谷野　隆 山口県

18 僕らも監視中 田原　武児 神奈川県

19 ソフトクリーム美味しそう 長　吉秀 福岡県

20 ネコのボクシング 中島　えり子 大分県

21 俺の素顔だ～ 中嶋　幸晴 埼玉県

22 イケメンコンテスト 西岡　ひとみ 三重県

23 常連さん 根岸　実 埼玉県

24 カミナリさまの横顔 野村　成次 神奈川県

25 風にふかれて 橋上　裕 三重県

26 ブファッ！！ 畑野　陽太 埼玉県

27 銀座にキノコマン現る 花田　寛子 埼玉県

28 需要と供給 はまゆう　みよこ 愛媛県

29 心持ち 蛭間　和夫 埼玉県

30 猛暑でふらふら 宮田　哲夫 埼玉県

31 移動の術 宮原　洋子 山口県

32 大声大会 安田　豊治 岡山県

33 見えないよー！ 山下　清實 鹿児島県

34 ウーマンパワー 山本　一朗 大阪府
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35 暑いですネ 赤池　正裕 静岡県

36 お互いガンバロウぜ！！ 秋本　勝 奈良県

37 大きいでしょう 浅岡　由次 愛知県

38 駐車違反 安納　たか子 埼玉県

39 ナマズではありません 池田　稔幸 東京都

40 お友達 稲垣　日奈子 愛知県

41 休憩時間 大塚　益弘 埼玉県

42 日本一短いトンネル 大塚　征男 静岡県

43 先生！くりを捨てるんですか？ 小野寺　満 岩手県

44 効果は？ 香月　常治 福岡県

45 神様仏様 椛沢　敬子 新潟県

46 我が道を向く 川口　忠男 神奈川県

47 私はここでタバコを吸いました 河邊　侯希 兵庫県

48 巨大エリマキトカゲ現わる 北尾　優博 東京都

49 あー 木綱　武雄 愛媛県

50 温泉気分 栗林　マコト 愛知県

51 背くらべ 桑原　秀樹 滋賀県

52 人気者 小池　基夫 東京都

53 ひょっこり亀 小林　博 兵庫県

54 巨人現る 小松　貞男 埼玉県

55 泳ぎ好きの犬 小松　稔 三重県

56 ジャガメン 西條　きみ子 宮城県

57 昇天 笹川　三之 埼玉県

58 400年後 佐藤　孝夫 愛知県

59 異種相愛 佐藤　裕一 埼玉県

60 このヘアーファッションどう？ 杉村　裕子 埼玉県

61 背伸び体操 鈴木　行男 埼玉県

62 いい夢みてます 清野　智子 東京都

63 至福の笑顔 高橋　貞勝 岩手県

64 しっかりせよと抱き起こし 竹尾　康男 宮崎県

65 流れる笑顔の歌 竹岡　正行 岐阜県

66 床、冷た～い♪ 田中　桃羽 埼玉県

67 捕まえた！ 田中　泰子 埼玉県

68 僕く泳げないんです。 津田　篤志 大阪府

69 君は誰ですか？ とおし　邦博 東京都

70 私たちの仮装大会 中島　俊二 兵庫県

71 花の終わりはダチョウに変身 長峰　勉 茨城県

72 早くしてね！ 中村　昭夫 三重県

73 明日カット行こう～ 鍋島　尊道 奈良県

74 禁断のお医者さんごっこ 西川　泰正 三重県

75 教育パパ 能登　恒寿 埼玉県

76 初めまして 羽田　薫 兵庫県

77 呪文 細井　哲也 埼玉県

78 アジの開き 峯岸　誠一 神奈川県

79 ぼくっておっさん？ 宮崎　美智子 埼玉県

80 記念撮影 柳田　朝子 埼玉県

81 みんなの夢 山内　嘉躬 埼玉県

82 集団で食事中 山口　守 富山県

83 守護神 山﨑　愛子 高知県

84 「お腹出てる？」「うん」 米尾　暢人 神奈川県
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