
（一社）二科会写真部九州・沖縄地区公募展 第３９回展入賞・入選者 

 ◎ 応募者数総数  ２６７名 

 ◎ 応募作品     ９４０点 

 ◎ 入賞入選者数    １９４名 

 

入賞者 

 ■ 九州・沖縄地区二科賞 神田  守   沖縄  相棒  

 ■ 福岡県知事賞   大園 英史   鹿児島 祖父 

 ■ 北九州市長賞   門谷 小夜美  福岡  わたしのいもうと 

 ■ 福岡県教育委員会賞 大久保 武   長崎  神音 

 ■ 北九州市教育委員会賞  坂井 賢司   熊本  元気に育て 

 ■ セコニック賞    内山 省三   福岡  視線を感じて 

 ■ ピクトリコ賞  芳中 俊一   福岡  野火 

 ■ ラボネットワーク賞   石原 幹生   熊本  スマイル 

 ■ カメラのしみず賞    沖永 豊子   福岡  孤独 

■ 周防灘ビルサービス賞   高群 孝一   熊本  驀進   

 ■ エターナルラボ賞    真角 伸子   福岡  昼下がりの浜辺 

 ■ ケンコー・トキナー賞  松葉 安代   熊本  Walk  together 

 ■ フォトコン賞      三村 守親   福岡  汐風のいたずら 

■ （株）トミカラー    富山 隆志   宮崎  海に生きる 

 ■ 写真弘社賞       吉川 寿宏   長崎  釣り友 

 ■ OM ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ賞 若松 安子   福岡  老人と猫 

■ 堀内カラー賞    吉浦 明信   福岡  妖怪の舞 

 ■ 贈答品のささや賞  宮園 和生   福岡 あ見っけ！僕の居場所 

 ■ テ レ ビ 西 日 本 賞 松島 良徳   福岡  晩秋の早朝 

 ■ （株）福岡放送賞    菅  正道   佐賀  ソコ邪魔しないで 



 ■ RKB 毎日放送賞  久野 清隆   福岡  止まり場 

 ■ 九州朝日放送賞    西崎 典子   熊本 朝光 

 ■ テレ Q 賞     井口 邦雄   福岡 鷲掴み 

 

入選者（県別） 

熊本県 

 佐藤 浩子 靏本 初子 堤 眞喜子 林田  繁 續   幸弘 高田 清子 

  服部 澄子 松永 龍士 清田 伸一 村上 則男 川田 美智子 高群 由比子 

  井上 昭子 北村  美枝子 山下 京子 原田 ヒフミ 緒方 賢子 山下 司政 

  安達 文子 齊藤 竹峰 曽篠 タツ子 堀田 正幸 若田 利光 本田 紀代子 

  吉田 雅信 中武 安子 長井    傑 中武  定光 松尾    薫 横田  啓子 

長崎県 

 牧山  武 辻  一弘 谷川 信次 桑木野 勝義 岩本 堅一郎 下釜 和生 

  下釜 純子 林田 正和 山口 洋一 中原 賢一 吉永 真治 西川  完 

  阿野 甚一 村堀  孝 吉浦 啓介 吉浦 ちか子 畑上 順子 

佐賀県 

 荒木 正次 梁井 達朗 藤田 和義 池上 俊之 原 フサ子 石井 英志 

 辻 清原 松浦 孝  伊藤 ふみ子 宮川 淳  川原 義則 藤田 文雄 

  栗田 敦 栗田 明美 

大分県 

 森崎 恭子 中村 宏子 相馬 勲  渋谷 恭子 藤井 久美子 三浦 桂子 

  森山 秋生 武内 誠  坂本 和秀 山本 佳代 相良 勝則 山中 和枝 

  立花 和彦 小山 初巳 松竹 澤子 上田 哲也 石井 海渡 深町 勝 

  有田 郁子 渡田 京子 坂本 裕  織部 眞理 河野 義彦 安部 博 

  中西 満里子 加藤 裕一 

宮崎県 

 大河内かつ子 前田 俊二 日高 繁樹 小田中 等 

鹿児島県 

 津山 新一朗 平田 学 

沖縄県 

 新垣 允啓 

福岡県 

 渡邉 毅 永岡 寿彦 吉塚 勇雄 木下 龍太郎 小西 静子 松尾 昭勝 

  宗 弓子 藤井 スミ子 佐藤 誠一 出水 克美 舎川 孝吉 都地 正範 

  井上 國義 藤野 圭一郎 定村 政裕 永友 義夫 水上 智昭 松本 まり子 

  生田 莞治 小路 延幸 柴田 頼子 関 智恵子 八丁 学  佐々木 一三 

  宮田 昌子 井上 眞由美 樋口 洋子 三宅 紀代 白川 勉  大脇 洋彦 

  奥山 左右喜 亀田 清  和田 英敏 馬場 愛一郎 城水 勝  鈴木 嚆二 

  中村 博 納富 恵子 古賀 芳枝 岡村 みどり 大石 芳子 川波 義和 

  野口 覚一 久保 純子 井口 裕  小橋 礼子 下迫田芙美子 河野 修身 



  星原 昭一 野口 浩光 吉富 定  髙木 智子 大部 里恵 白石 郁子 

  白石 晃子 野正 等  下條 俊哉 下條 良菜 山中 美恵子 佐藤 幸代 

  古閑 マス子 井上 勝子 葉石 美和子 乾 節子  永野 修身 深田 睦子 

  小幡 道博 上山 千鶴子 吉田 美千代 大久保 明彦 溝口 眞知子 中島 洋祐 

  仁田原加代子 森 廣子  米子 久美子 永冨 律好 林 淳子 

 

（一社）二科会写真部九州・沖縄地区支部員展 第３９回展入賞者 

支部員の部入賞者 

■  近藤誠宏賞  王  李珍   福岡  仲間たちの午後 

■ 熊本支部賞  松永 マリ子   鹿児島 春の日 

■ 佐賀支部賞  向井 万里子  長崎  風になる朝 

■ 長崎支部賞  早田 明生   長崎  紅の時鐘 

■ 大分支部賞  渡邉 昭雄  大分  視 線 

■ 宮崎支部賞  大原 紘一  福岡  天までとどけ 

■ 鹿児島支部賞  水島 智子  福岡  貴婦人 

■ 沖縄支部賞  丹生 曻一  福岡  荒波被る夫婦岩 

■ 福岡支部賞  海老原 孝一 鹿児島 ラガー女子デビュー 

 

会友の部入賞者 

■ 会友賞   原田 國光  熊本  熱 風 

■ 会友賞   島田 眞由美 宮崎  朝日を浴びながら 

■ 会友賞   増田 哲子  福岡  ボクの七五三 


