
2019陶芸の里かさま大撮影会入賞者名簿

No. 入賞名 氏　名 タイトル 住　所

M-1 最優秀賞 遠井　信行 Pure girl 結城市

M-2 特選 角田　孝 見つめる 日立市

M-3 特選 笛木　貞範 projection glass 守谷市

M-4 準特選 佐藤　秀樹 黄葉の下で ひたちなか市

M-5 準特選 佐藤　玲子 雨の日に ひたちなか市

M-6 準特選 神保　久子 追憶 柏市

M-7 準特選 武井　千鶴子 見つめる つくばみらい市

M-8 秀作 小幡　宏 シャボンと遊ぶ さいたま市

M-9 秀作 松下　昇一 ホワイトシャドー かすみがうら市

M-10 秀作 山本　伊子 見つめる 日立市

M-11 秀作 相澤　幸男 視線 つくば市

M-12 秀作 横山　次郎 追憶 龍ケ崎市

M-13 秀作 山﨑　久子 微笑 龍ケ崎市

M-14 秀作 鈴木　稔 止んでくれるかなあ・・・ 牛久市

M-15 秀作 西山　栄 遊ぼうよ いわき市

M-16 秀作 辻本　稔 傾斜地に舞う 取手市

M-17 秀作 遠山　康男 ガラスの反射 横浜市

M-18 入選 金澤　憲一 高原のお嬢さん 日立市

M-19 入選 鈴木　一郎 女心 鹿嶋市

M-20 入選 出沼　まさ子 秋風 行方市

M-21 入選 古橋　一郎 秋の公園 水戸市

M-22 入選 金田　彬 笑顔 柏市

M-23 入選 大城　茂春 童心に 筑西市

M-24 入選 伊藤　治雄 緑の中で 龍ケ崎市

M-25 入選 杉山　泰志 どこへ行こうかな！ つくば市

M-26 入選 松井　浩 糸雨 ひたちなか市

M-27 入選 松葉　修 片想い 水戸市

M-28 入選 米川　道義 眼差し 茨城町

M-29 入選 中山　元春 風に吹かれて 下妻市

M-30 入選 勢司　秀夫 青いマニキュア 潮来市

M-31 入選 丸森　勝造 鍵盤のワルツ 土浦市

M-32 入選 飯泉　光代 勝手にしやがれ 筑西市

モデル部門

審査日：令和元年１２月２６日

審査場所：朝日新聞東京本社

審査者：写真家　熊切大輔氏



2019陶芸の里かさま大撮影会入賞者名簿

No. 入賞名 氏　名 タイトル 住　所

S-1 最優秀賞 神保　久子 帰り道 柏市

S-2 特選 田丸　ハルヒコ 稲荷はキツネ 守谷市

S-3 特選 松葉　修 楽しき日 水戸市

S-4 準特選 鈴木　一郎 傘持っていないの 鹿嶋市

S-5 準特選 鈴木　元子 貴方を見てます 鹿嶋市

S-6 準特選 宮内　紘一 店先の主人 ひたちなか市

S-7 準特選 増田　智恵 宇宙空間 牛久市

S-8 秀作 鈴木　憲一 懸崖菊 つくばみらい市

S-9 秀作 市川　有吉 戸閉め 古河市

S-10 秀作 角田　孝 よう～いドン 日立市

S-11 秀作 杉山　泰志 守り神 つくば市

S-12 秀作 小松塚　五郎 光彩 龍ケ崎市

S-13 秀作 武井　千鶴子 扉の向こうへ つくばみらい市

S-14 秀作 松井　浩 我・関せず ひたちなか市

S-15 秀作 松﨑　茂 どんな味するかな つくばみらい市

S-16 秀作 吉沢　登 秋色シルエット 筑西市

S-17 秀作 丸森　勝造 不動の母娘 土浦市

S-18 入選 古橋　一郎 お洒落な店 水戸市

S-19 入選 吉田　止水城 お勤め終了 水戸市

S-20 入選 金澤　かずえ 露地 日立市

S-21 入選 佐藤　秀樹 小さなモデル ひたちなか市

S-22 入選 松下　昇一 神馬 かすみがうら市

S-23 入選 香取　キミ かわいいね かすみがうら市

S-24 入選 相澤　幸男 あかり つくば市

S-25 入選 横山　次郎 賑わい 龍ケ崎市

S-26 入選 山﨑　久子 足並そろえて 龍ケ崎市

S-27 入選 勝瑞　武子 コンビネーション 龍ケ崎市

S-28 入選 塚田　逹男 カラフル 龍ケ崎市

S-29 入選 細田　節夫 雨上り 筑西市

S-30 入選 岡田　康一 大雨に突進 つくばみらい市

S-31 入選 粕谷　貞夫 眼光 城里町

S-32 入選 中山　元春 祈り 下妻市

風景・スナップ部門

審査日：令和元年１２月２６日

審査場所：朝日新聞東京本社

審査者：写真家　熊切大輔氏


