
審査日 平成30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

№ 賞　　名 題　　　名 氏　　名 住　　　所

モ－１ 最優秀賞 和装の女 小貫　修 稲敷市

モ－2 特　選 フレッシュな顔 松井　浩 ひたちなか市　　

モ－３ 特　選 秋惜しむ 湯川　征夫 筑西市

モ－４ 準特選 天高く 遠井　信行 結城市

モ－５ 準特選 望郷 丸森　勝造 土浦市

モ－６ 準特選 ひとり言 中田　孝平 龍ケ崎市

モ－７ 準特選 視線 神保　久子 柏市

モ－８ 秀　作 秋を粧う 菊池　保 水戸市

モ－９ 秀　作 秋高し 松葉　修 水戸市

モ－１０ 秀　作 はじける若さ 市川　弘子 古河市

モ－１１ 秀　作 私の髪 勢司　秀夫 潮来市

モ－１２ 秀　作 微笑み 松下　昇一 かすみがうら市

モ－１３ 秀　作 妖艶 相澤　幸男 つくば市

モ－１４ 秀　作 まなざし 小川　周助 牛久市

モ－１５ 秀　作 愁い 渡邉　敏行 牛久市

モ－１６ 秀　作 無心 湯本　信雄 取手市

モ－１７ 秀　作 笑顔 戸澤　一浩 佐野市

モ－１８ 入　選 登り窯て! 根本　利徳 常陸太田市

モ－１９ 入　選 静かな笑み 川又　和子 那珂郡東海村

モ－２０ 入　選 ワアー～! 渋井　博道 那珂市

モ－２１ 入　選 みつめる女 宮内　紘一 ひたちなか市　　

モ－２２ 入　選 その瞳に映るのは 後藤　洋治 水戸市

モ－２３ 入　選 おちゃ女 鈴木　元子 鹿嶋市

モ－２４ 入　選 愁い 香取　キミ かすみがうら市

モ－２５ 入　選 ちょつと大人ぽく 杉山　泰志 つくば市

モ－２６ 入　選 艶っぽく 田丸　ハルヒコ 守谷市

モ－２７ 入　選 光に踊る 武井　千鶴子 つくばみらい市

モ－２８ 入　選 プライド 長沢　栄子 牛久市

モ－２９ 入　選 微笑み 布施谷　敏子 牛久市

モ－３０ 入　選 見返り美人 伊藤　治雄 龍ケ崎市

モ－３１ 入　選 シャボン玉 出井　章則 栃木市

モ－３２ 入　選 秋日和 安達　潤一 柏市

陶芸の里かさま　大撮影会フォトコンテスト入賞者

モデル部門



№ 賞　　名 題　　　名 氏　　名 住　　　所

風-1 最優秀賞 秋景色 松下　昇一 かすみがうら市

風-2 特　選 アートだっぺ 古橋　一郎 水戸市

風-3 特　選 光に映える 神保　久子 柏市

風-4 準特選 額縁の秋模様 吉沢　登 筑西市

風-5 準特選 休日は公園で 遠井　信行 結城市

風-6 準特選 撮影会 武井　千鶴子 つくばみらい市

風-7 準特選 また来てね 増田　智恵 牛久市

風-8 秀　作 休日の親子 宮内　紘一 ひたちなか市

風-9 秀　作 お稲荷さん裏通り 谷島　文夫 筑西市

風-10 秀　作 どうしよう? 市川　弘子 古河市

風-11 秀　作 お茶目な天使 髙畑　徹伸 土浦市

風-12 秀　作 先ずは清め 丸森　勝造 土浦市

風-13 秀　作 浄める 田丸　ハルヒコ 守谷市

風-14 秀　作 お母さんと一緒 松﨑　茂 つくばみらい市

風-15 秀　作 秋の陽を浴びて 鈴木　憲一 つくばみらい市

風-16 秀　作 ひとり遊び 相澤　幸男 つくば市

風-17 秀　作 石のポーズ 臼谷　幹夫 龍ケ崎市

風-18 入　選 お稲荷さま 渋井　博道 那珂市

風-19 入　選 菊まつり 茂呂　順子 水戸市

風-20 入　選 菊花愛でる 菊池　保 水戸市

風-21 入　選 屋根の彩り 横木　守 笠間市

風-22 入　選 思い思いの散策 細田　節夫 筑西市

風-23 入　選 赤いボール 鈴木　一郎 鹿嶋市

風-24 入　選 愛する孫 鈴木　元子 鹿嶋市

風-25 入　選 子供 福田　弘 かすみがうら市

風-26 入　選 境内を彩る 杉山　泰志 つくば市

風-27 入　選 待ちぼうけ 井上　孝 守谷市

風-28 入　選 坪庭 小貫　修 稲敷市

風-29 入　選 楽しい日 大舘　広和 龍ケ崎市　

風-30 入　選 七五三の寸景 小圷　儁 柏市

風-31 入　選 絵馬殿と菊 山本　肇 さいたま市

風-32 入　選 回廊で 伊藤　紀子 墨田区

風景・ナップ部門


