
（一社）二科会写真部九州・沖縄地区公募展 第３７回展入賞・入選者 

 ◎ 応募者数総数   ３６１名 

 ◎ 応募作品   １，２５１点 

 ◎ 入賞入選者数    ２２４名 

 

 

入賞者 

 ■ 九州・沖縄地区大賞 井上 眞由美 福岡  睨む  

 ■ 優秀賞   中武 安子 熊本  力水 

 ■ 優秀賞   辻 清原  佐賀  看板娘 

 ■ クリエイト賞  福山 美津子 福岡  木漏れ日に集う 

 ■ セコニック賞  井上 浩道 福岡  悲痛な叫び 

 ■ カメラのしみず賞  江辻 逸  長崎  羨望の眼差し 

 ■ ケンコー賞   東 敏光   熊本  視線 

 ■ ラボネットワーク賞 古閑 マス子 福岡  静寂 

 ■ 周防灘ビルサービス賞 三木 麗子  福岡  憂い   

 ■ 西日本フードサービス賞 久我 敏弘 福岡  冬日 

 ■ カメラのキタムラ賞 中原 賢一 長崎  夜警 

 ■ 久留米市長賞  佐藤 誠一 福岡  5m to goal 

■ 久留米市教育委員長賞 長崎 啓次  福岡  秋の庭 

 ■ エターナルラボ賞  八丁 学  福岡  水の妖精 



 ■ ピクトリコ賞  西邑 伊三郎 大分  祝日 

 ■ フォトコン賞  宮城 誓子 沖縄  御願 

 ■ キヤノン賞   吉塚 勇雄 福岡  寒みそぎ 

 ■ 西日本新聞社賞  立花 和彦   大分  秋日和 

 ■ TNCテレビ西日本賞 平野 ルミ子  鹿児島 イプシロン 7の奇跡 

 ■ 堀内カラー賞  緒方 賢子 熊本  霜の朝 

 ■ ニコン賞   武内 誠  大分  春の舞 

 ■ 写真弘社賞   中西 満里子 大分  水遊び 

 ■ ソニー賞   渡田 京子 大分  さかさの世界 

 ■ トミカラー賞  西村 美代子  福岡  守られて 

 ■ 贈答品のささや賞  平山 一夫 福岡  夕日に愛を 

 ■ 奨励賞   神崎 五十雄 福岡  祖谷渓谷 

 ■ 奨励賞   園田 逸子   福岡  姫の舞い 

 ■ 奨励賞   増住 英雄 熊本  天女の舞 

 

 

 

入選者（県別） 

熊本県 

 坂梨 英樹   池田 恵子 林田 繁  清田 伸一 高田 清子 西崎 典子 

  山田 正志  堀田 正幸 高群 孝一 堤 眞喜子 本田 紀代子 山下 司政 

  原田 ヒフミ  小林 榮子 齊藤 扶美枝 村上 則男 松田 久雄 石原 幹生 

吉野 建成  松尾 悠一郎 山下 登  村田 幸一郎 石橋 幸治 村橋 亜津 

   緒方 宏子  木曽 萬喜治 那須 秀文 



長崎県 

 滝沢 恵子  中原 賢一 永田 益来 鈴木寛太郎 宮本 秀史 牧山  武 

  岩本堅一郎  谷川 信次 山内  弘 松尾  泉 辻  一弘 吉田  隆 

 色摩 和雄  奥平 昌典 阿野 甚一 吉浦 啓介 吉浦 ちか子 畑上 順子 

 中村 冬樹  内藤  薫 田尻 徳郎 

 

佐賀県 

 川原 義則  野村 詩朗 伊藤 ふみ子 吉田 邦起 新籾 絹子 宮川 淳 

 天ヶ瀬 智子  松浦 孝 田尻 公平 栗田 敦  原 義晴  藤田 文雄 

 荒木 正次  泉 弥敏  津田 康子 菅 正道  松尾 和壽 田中 明 

 池上 俊之  池上 仍府子 

 

大分県 

 黒佐 博之  黒佐 ツヤ子 森崎 恭子 渋谷 恭子 三浦 桂子 藤井 久美子 

 鹿島 ユキノ  安部 博 渡邉 昭雄 中村 宏子 吉崎 松男 髙橋 輝子 

 七田 輝子  河野 義彦 田中 美穂 小山 初巳 貞清 芳和 加藤 裕一 

 小山 和子  有田 郁子 浜本 なおき 

 

宮崎県 

 前田 俊二  日高 繁樹 久保 俊雄 諸井 弘幸 

 

鹿児島県 

 岩重 順一  津山 新一郎 

 

沖縄県 

 安田 正昭  宇栄原 格 宇栄原 裕子 与那城 純子 大嶺 自栄 国吉 弘美 

 大城 敏雄 

 

福岡県 

 田中 栄子  山中 美恵子 金子 映子 鈴木 嚆二 塚本 照彦 小西 静子 

 浅川 武夫  上杉 美博 川野 学  柴田 頼子 木下 龍太郎 中島 正 

 松島 良徳  斎田 英二 古矢 一任 是松 喜美子 金丸 喜久子 秋吉 道昭 

 中守 秀子  川波 義和 縄手 英子 園田 春夫 下條 俊哉 下條 良菜 

  百瀬 可達  磯野 眞 西村 季見子 村上 キヨ子 久光 英志 長末 俊樹 



 定村 政裕  古賀 芳枝 松竹 則之 吉浦 明信 吉浦 明信 小橋 礼子 

 宗 弓子  江藤 英明 白石 郁子 山岢 惠二 井上 國義 藤井 スミ子 

 篠原 鶴光  佐々木 一三 沖永 豊子 永富 治子 寺尾 悟  濱田 敏和 

 白川 勉  野口 浩光 野正 等  斉藤 啓子 入江 千鶴子 若松 安子 

 和田 英敏  松本 晴生 井口 裕  平川 明子 三宅 紀代 和田 壮市 

 仁田原 加代子  髙山 栄次 石村 國男 中村 雅博 納富 恵子 佐藤 幸代 

 芳中 俊一  水上 智昭 長崎 邦仁 高良 千穂 奥山 左右喜 大石 芳子 

 樋口 洋子  百冨 眞美 葉石 美和子 佐藤 忍  入江 弘子 津嶋 富江 

 桑原 孝昭  永岡 寿彦 髙木 智子 黒水 律子 河野 重雄 竹野 征四郎 

 造酒 祥子  吉富 定 石橋 亜矢 髙山 薫  久保 純子 野見山 ミチ子 

 引地 道子  新原 和博 大久保 明彦 山中 良子 森 廣子  中村 博 

 

（一社）二科会写真部九州・沖縄地区支部員展 第３７回展入賞者 

支部員の部入賞者 

■  蜂須賀秀紀賞  浜田 義明   福岡  ウォーキング 

■ 熊本支部賞  椛島 資次   長崎  天女の拵え 

■ 佐賀支部賞  花房 和彦   佐賀  天空の扉 

■ 長崎支部賞  永野 弘   長崎  初夏の牧野 

■ 大分支部賞  松永 マリ子 鹿児島 ないしょ話 

■ 宮崎支部賞  仲程 梨枝子 沖縄  子供の日に 

■ 鹿児島支部賞  青山 寛治  鹿児島 瞬光 

■ 沖縄支部賞  はてるま こう 沖縄  紬 

■ 福岡支部賞  森田 恭平  福岡  晩夏の夜 

 

会友の部入賞者 

■ 会友賞   近藤 幸子  福岡  補食 

■ 会友賞   佐藤 吉晴  熊本  醜い顔 


