
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

モ-1 最優秀賞 待ちくたびれて 　 中山　元春 下妻市

モ-2 特　選 温かい～ 谷島　文夫 筑西市

モ-3 特　選 窓辺の女 松下　昇一 かすみがうら市

モ-4 準特選 想い 宮内　紘一 ひたちなか市

モ-5 準特選 秋雨の中で 市川　有𠮷 古河市

モ-6 準特選 は～い.エリカです ! 田丸　ハルヒコ 守谷市

モ-7 準特選 雨上がる 勝瑞　武子 龍ケ崎市

モ-8 秀　作 ほほえむ 菊池　保 水戸市

モ-9 秀　作 想い 桑原　誠 水戸市

モ-10 秀　作 すてき ! 松葉　修 水戸市

モ-11 秀　作 物思い 𠮷沢　登 筑西市

モ-12 秀　作 乙女の想い 相澤　幸男 つくば市

モ-13 秀　作 雨の中どこへ ! 杉山　泰志 つくば市

モ-14 秀　作 神秘的 鈴木　憲一 つくばみらい市

モ-15 秀　作 二人のモデル 松﨑　茂 つくばみらい市

モ-16 秀　作 雨の中の二人 長沢　栄子 牛久市

モ-17 秀　作 想い 神保　久子 千葉県柏市

モ-18 入　選 秋色 粕谷　貞夫 東茨城郡城里町

モ-19 入　選 淡い恋模様 矢部　三智弥 水戸市

モ-20 入　選 光を受けて 　飯泉　光代 筑西市

モ-21 入　選 雨模様 飛毛　操 筑西市

モ-22 入　選 秀麗 市川　弘子 古河市

モ-23 入　選 秋に親し 福田　弘 かすみがうら市

モ-24 入　選 くつろぎ 丸森　勝造 土浦市

モ-25 入　選 かさまブルース 山田　和夫 つくば市

モ-26 入　選 まなざし 内野　恒貞 つくば市

モ-27 入　選 想い 三島　昭夫 常総市

モ-28 入　選 秋風 笛木　貞範 守谷市

モ-29 入　選 もうお別れですか 増田　智恵 牛久市

モ-30 入　選 キュート 渡邉　敏行 牛久市

モ-31 入　選 微笑 小貫　修 稲敷市

モ-32 入　選 魔性の瞳 湯本　信雄 取手市

　審査日　 　平成２９年12月21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

風-1 最優秀賞 秋の気配 松葉　修 水戸市

風-2 特　選 窯元 小貫　修 稲敷市

風-3 特　選 静けさの中で 西山　栄 福島県いわき市

風-4 準特選 レインドロップ 山本　伊子 日立市

風-5 準特選 雨の日 佐藤　征男 水戸市

風-6 準特選 ばかし合い 中山　元春 下妻市

風-7 準特選 雨の境内 丸森　勝造 土浦市

風-8 秀　作 集中 飛毛　操 筑西市

風-9 秀　作 傑作を作るぞ 星野　由紀子 筑西市

風-10 秀　作 静寂な参道 谷島　文夫 筑西市

風-11 秀　作 無垢 市川　弘子 古河市

風-12 秀　作 稲荷信仰 星野　忠一 行方市

風-13 秀　作 閑かな公園 松下　昇一 かすみがうら市

風-14 秀　作 家族の想い 笛木　貞範 守谷市

風-15 秀　作 丹精込めて 鈴木　憲一 つくばみらい市

風-16 秀　作 ちいさな天使たち 増田　智恵 牛久市

風-17 秀　作 雨の日曜日 臼谷　幹夫 龍ケ崎市

風-18 入　選 水の輪ドレミ 中野　律子 日立市

風-19 入　選 手本を見てから 宮内　紘一 ひたちなか市

風-20 入　選 秋だぜワン 菊池　保 　 水戸市

風-21 入　選 手 古橋　一郎 水戸市

風-22 入　選 雨の笠間稲荷 茂呂　順子 水戸市

風-23 入　選 お狐様に迎えられ 矢部　三智弥 水戸市

風-24 入　選 小さな旅行客 藤枝　美千江 笠間市

風-25 入　選 時ならぬ驟雨 岡村　寿郎 筑西市

風-26 入　選 休息中の登り窯 細田　節夫 筑西市

風-27 入　選 夕やみの参道 市川　有𠮷 古河市

風-28 入　選 菊花懸崖 田丸　ハルヒコ 守谷市

風-29 入　選 雨の笠間芸術の森 岡田　康一 つくばみらい市

風-30 入　選 雨に歩けば 松﨑　茂 つくばみらい市

風-31 入　選 光る道 勝瑞　武子 龍ケ崎市

風-32 入　選 小休止 小松塚　五郎 龍ケ崎市
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