
（一社）二科会写真部九州・沖縄地区公募展 第３８回展入賞・入選者 

◎ 応募者総数       ３３３名 

◎ 応募作品数  １，１７９点 

◎ 入賞入選者数    ２０４名 

 

 

入賞者 

■ 九州・沖縄地区二科賞  大脇 洋彦 福岡 お祭りの日 

■ 長崎県知事賞   星原 昭一 福岡 天空劇場 

■ 長崎県教育委員会賞   貞清 芳和 大分 兄 弟 

■ ケンコー賞    北村 美枝子 熊本 華 心 

■ セコニック賞   原田 ヒフミ 熊本 曙 光 

■ ピクトリコ賞   光兼 征太郎 宮崎 運河の灯ろう流し 

■ ラボネットワーク賞   藤野 圭一郎 福岡 霧の朝 

■ カメラのしみず賞   中島 正 福岡 バトル 

■ 周防灘ビルサービス賞  宇都 浩一郎 鹿児島 守 る 

■ エターナルラボ賞   丸山 徳子 福岡 雨のすす払い 

■ キタムラ賞    森 廣子 福岡 秋の夜 

■ シロヤペイント賞   中西 満里子 大分 赤ねこちゃん 

■ （株）ウエノ賞   靏本 初子 熊本 日 課 

■ 椿イメージングソリューションズ賞 久保 純子 福岡 樹下美人図 

■ フォトプラザ GENTO賞  森川 潤一郎 佐賀 小 窓 

■ （株）平和工業所賞   西川  完 長崎 刻の流れ 

■ オリンパス賞   亀井 君子 大分 光のハーモニー 

■ キヤノン賞    乾 節子 福岡 社に舞う 

■ ニコン賞    竹本 密吉 福岡 寄り添い 

■ フォトコン賞   古川 幸子 福岡 眼 光 

■ 日本カメラ賞   山中 美恵子 福岡 ひとり旅 

■ 堀内カラー賞   村上 キヨ子 福岡 珍 客 

■ 贈答品のささや賞   樫田 よう子 長崎 神 事 

■ 長崎新聞社賞   牧山  武 長崎 霜枯れ 

■ 朝日新聞社賞   八丁 学 福岡 ターン 

■ 読売新聞社賞   村里 孝正 長崎 霜枯れの朝 

■ 毎日新聞社賞   戸田 博美 福岡 火 花 

■ 西日本新聞社賞   黒水 律子 福岡 石の妖精 

■ NHK長崎放送局賞   乾 信夫 福岡 威厳髭 



■ NBC長崎放送局賞   佐藤 浩子 熊本 シンメトリー 

■ NCC長崎文化放送賞   野正 等 福岡 安全確認 

■ KTNテレビ長崎賞   那須 秀文 熊本 自信満々 

■ KTNテレビ長崎賞   日吉 惣一郎 福岡 雨中の激走 

■ NIB長崎国際テレビ賞  山下 京子 熊本 静 

■ 長崎ケーブルメディア賞  深町 勝 大分 星降る由布院 

■ エフエム長崎賞   白石 郁子 福岡 楽しい会話 

■ 写真弘社賞    曽篠 タツ子 熊本 捕 食 

 

 

入選者（県別） 

熊本県 

東  敏光 佐藤 浩子 緒方 克泰 堀田 正幸 林田 繁 

髙田 清子 山田 正志 堤 眞喜子 本田 紀代子 曽篠 タツ子 

石原 幹生 原田 ヒフミ 松田 久雄 靏本 初子 長井  傑 

池田 恵子 北村 美枝子 那須 秀文 山下 京子 日高 矩子 

増住 英雄 横田 啓子 前田 睦男 松葉 安代 山下 司政 

緒方 賢子 

 

佐賀県 

野村 詩朗 妹脊 浩 松浦 孝 佐々木 弘紀 萩尾 登 

荒木 正次 天ヶ瀬 智子 菅 正道 松尾 和壽 藤田 和義 

田尻 公平 川原 義則 原 義晴 原 フサ子 栗田 敦 

吉田 邦起 伊藤 ふみ子 森川 潤一郎 宮川 淳 

 

長崎県 

吉川 寿宏 横田 美亜子 牧山  武 岸川 仁之 山口 八郎 

下釜 純子 辻  一弘 宮川 秋久 松尾  泉 井上 節代 

中尾 彰博 山口 洋一 高田 喜三郎 宮原 洋子 岩本 堅一郎 

鈴木 寛太郎 林田 好正 井上 寿保 西川  完 松永  勇 

樫田 よう子 吉浦 ちか子 吉浦 啓介 原口 恭二 牟田 啓三 

森山 浩隆 村里 孝正 牟田 隆也 山内  宏 原川 靖宏 

 

大分県 

有田 郁子 森崎 恭子 亀井 君子 立山 数道 七田 輝子 

中西 満里子 黒佐 博之 黒佐 ツヤ子 坂本 裕 渡邉 昭雄 



三浦 桂子 亀石 喜弘 渡田 京子 中村 宏子 鹿島 ユキノ 

織部 眞理 安部 博 加藤 裕一 川上 千代子 小野 修二 

渋谷 恭子 深町 勝 小山 初己 立花 和彦 西邑 伊三郎 

武内 誠 貞清 芳和 

 

 

宮崎県 

三好 啓司 光兼 征太郎 光兼 孝代 大川内 勝子 前田 俊二 

日高 繁樹 諸井 弘幸 

 

鹿児島県 

木下 明子 武田 敏文 本田 郁子 宇都 浩一郎 平田 学 

都甲 信久 

 

沖縄県 

大嶺 自栄 宇栄原 格 安田 正昭 神田 守 与那嶺 朝路 

 

福岡県 

松島 良徳 宮園 和生 下條 良菜 下條 俊哉 山中 良子 

古賀 房光 樋口 洋子 柴田 頼子 秋吉 道昭 城水 勝 

平山 一夫 古賀 芳枝 新原 和博 小路 延幸 宮田 昌子 

三宅 紀代 井口 邦雄 松本 晴生 古閑 マス子 定村 政裕 

村上 キヨ子 小西 静子 永岡 寿彦 髙木 智子 藤井 スミ子 

八丁 学 中島 正 桑原 美知子 三木 麗子 平田 昇 

白石 郁子 石田 裕子 芳中 俊一 加藤 光夫 井上 眞由美 

舎川 孝吉 乾 信夫 関 智恵子 広瀬 美智子 是松 喜美子 

中守 秀子 吉塚 勇雄 浅川 武夫 野口 浩光 野正 等 

松山 明子 久保 廣久 若松 安子 山中 美恵子 小橋 礼子 

黒水 律子 縄手 英子 津嶋 富江 門谷 小夜美 溝口 眞知子 

引地 道子 丸山 徳子 日吉 惣一郎 佐藤 忍 古川 幸子 

中村 博 竹本 密吉 和田 壯市 久光 英志 吉田 美千代 

大脇 洋彦 古賀 征子 大部 里恵 和田 英敏 山﨑 秀明 

石村 國男 戸田 博美 石井 慧彦 吉富 定 宮﨑 恵子 

藤野 圭一郎 内山 省三 真角 伸子 久保 純子 乾 節子 

仁田原 加代子 福山 美津子 森 廣子 星原 昭一 

 



（一社）二科会写真部九州・沖縄地区支部員展 第３８回展入賞者 

支部員の部 入賞者 

■ 蜂須賀秀紀賞  滝澤 克彦  長崎  朝のラグーン 

■ 熊本市部賞  永田 敦彦  熊本  消防出初式 

■ 佐賀支部賞  花房 和彦  佐賀  威 嚇 

■ 長崎支部賞  福島 秀和  福岡  祭りだベイビー 

■ 大分支部賞  八坂 ミヨ子  大分  なかよし 

■ 宮崎支部賞  帖佐 康吉  鹿児島  夢 

■ 鹿児島支部賞  松元 禮子  鹿児島  祭りの日 

■ 沖縄支部賞  海老原 孝人  鹿児島  渾身の力 

■ 福岡支部賞  森田 恭平  福岡  静 寂 

 

会友の部 入賞者 

■ 会友賞  百﨑 礼治  福岡  ひなまつり 

■ 会友賞  山川 勇  熊本  山燃ゆ 


