
陶芸の里かさま　大撮影会フォトコンテスト入賞者

ＮＯ 賞　名 題　　名 氏　　名 住　　所

1 最優秀賞 笑　顔 岡田 康一 つくばみらい市

2 特　選 登り窯の女 粕谷 貞夫 東茨城郡城里町

3 特　選 夢見る少女から大人へ 勝瑞 武子 龍ケ崎市

4 準特選 サイレント 湯川 征夫 筑西市

5 準特選 白い妖精 中丸 修一 牛久市

6 準特選 白の精 湯本 信雄 取手市

7 準特選 ひと休み 近藤 義明 栃木県足利市

8 秀　作 憂　い 佐藤 秀樹 ひたちなか市

9 秀　作 シャボン玉飛んだ 高橋 信之 ひたちなか市

10 秀　作 純白の娘 桑原 誠 水戸市

11 秀　作 気　品 額賀 喜美子 行方市

12 秀　作 あたたかい光 徳地 重男 神栖市

13 秀　作 望　郷 丸森 勝造 土浦市

14 秀　作 ハット 林 幸夫 北相馬郡利根町

15 秀　作 ポーズ 加藤 勝臣 千葉県我孫子市

16 秀　作 登り窯のある空間 鳥海 陽太郎 福島県いわき市

17 秀　作 そよ風の中で 西山 栄 福島県いわき市

18 入　選 何想う 川又 和子 那珂郡東海村

19 入　選 秋空のもと 松井　浩 ひたちなか市

20 入　選 未来思考 松葉　修 水戸市

21 入　選 モザイクの女
ひと

落合 美恵 水戸市

22 入　選 秋色の中で 川﨑 皞 水戸市

23 入　選 愁　い 萩谷 廣和 水戸市

24 入　選 スキンシップ 真野 芳治 古河市

25 入　選 望　見 出沼 広志 行方市

26 入　選 「あんた・・だれ？」 岡崎 安永 つくば市

27 入　選 初冬の華 林 昭 牛久市

28 入　選 光と遊ぶ 佐藤 都世 龍ケ崎市

29 入　選 想　う 中島　豊一 龍ケ崎市

30 入　選 真珠飾りの女 辻本 稔 取手市

31 入　選 天使の輪 金田 彬 千葉県柏市

32 入　選 しゃぼん玉 橋本 健 埼玉県蓮田市

　審査日　 　平成２９年１月１３日

　会　場　　　朝日新聞　東京本社

　審査員　　　山口 百希　全日本写真連盟関東本部委員モデルの部



　 風景・スナップの部

ＮＯ 賞　名 題　　名 氏　　名 住　　所

1 最優秀賞 化　粧 寺門 健一 常陸大宮市

2 特　選 あくび 棚井 尚登 常陸太田市

3 特　選 晴　姿 相澤 幸男 つくば市

4 準特選 匠みの手 橋本 良夫 ひたちなか市

5 準特選 再　会 茂呂 順子 水戸市

6 準特選 あのね。来年から一年生なの！ 矢部 三智弥 水戸市

7 準特選 公園の親子 松下 昇一 かすみがうら市

8 秀　作 トレーニングを終えて 中野 律子 日立市

9 秀　作 ママー．撮ってー！ 野上 次男 常陸太田市

10 秀　作 晴れの日 宮内 紘一 ひたちなか市

11 秀　作 菊花の頃 佐藤 征男 水戸市

12 秀　作 七五三参り 星野 由紀子 筑西市

13 秀　作 もっと寄添って 中山 元春 下妻市

14 秀　作 出荷を待つ 鈴木 憲一 つくばみらい

15 秀　作 新鳥居 林 昭 牛久市

16 秀　作 窯元にて 増田 智恵 牛久市

17 秀　作 傘の柄 臼谷 幹夫 龍ケ崎市

18 入　選 お待ちどうさま 金澤 かずえ 日立市

19 入　選 石の工芸品とともに 松井 浩 ひたちなか市

20 入　選 １０年すぎて 松葉 久雄 　 ひたちなか市

21 入　選 ママは大変 谷島 文夫 筑西市

22 入　選 静　寂 飛毛 操 筑西市

23 入　選 休日の午後 市川 弘子 古河市

24 入　選 パパはお休み 額賀 喜美子 行方市

25 入　選 ハプニング 鈴木 一郎 鹿嶋市

26 入　選 小さな秋デビュー 徳地 重男 神栖市

27 入　選 稲荷の怪光 丸森 勝造 土浦市



28 入　選 似たもの同志 渡邉 和雄 牛久市

29 入　選 絶妙の指捌き 横山 次郎 龍ケ崎市

30 入　選 へぇ-・ふ-ん・なるほど- 辻本 稔 取手市

31 入　選 憩いのひととき 小圷 儁 千葉県柏市

32 入　選 頑張るカメラマン 管野 千代子 栃木県那須塩原市


