
氏名 地域 タイトル

河原　典子 芦別 未知の星　夢追人

小武海博一 池田 おすそわけ

奥山　千尋 石狩 アンパンマン

木全　正樹 恵庭 眼前疾走

田中　康夫 恵庭 全力疾走

加藤　憲秋 恵庭 睨む

坂田　一紀 恵庭 至極の一時

大野　信子　 江別 リズムに乗って

花岡　勝美 江別 二人の夜桜

中島　史江 小樽 足をそろえて

内田　絢子 小樽 展望

　　山﨑　　正　　 小樽 夕刻のころ

森井　　透 小樽 月夜

宮尾　一美 小樽 チャップリン

清水　　孝 音更 出発

鈴木　立士 北広島 輝ける小宇宙

川岸喜美子 北見 フェイス

塩浜　郁夫 北見 花交差点

宮本　吉男 釧路 ミステリアスゾーン

冨田　智春 釧路 家路へ

長尾　芳文 釧路 窓景色

佐藤　壽治 釧路 雨上りのプレゼント

松坂　正彦 釧路町 誰もいない秋

板本真佐子 釧路町 おかえり

山下　和子 倶知安 幸せのお花畑

渡辺　まさる 札幌 水行

上山　　勉 札幌 帰る女

長岡　秀文 札幌 あしたも天気になるかな

第一部（自由）



氏名 地域 タイトル

中神由美子 札幌 すこやかに

島　　伸次 札幌 苦悩

小林　久勝 札幌 秋の彩り

水嶋　和子 札幌 屏風ふう

城　伊志勝 札幌 テニスコート

林　　繁造 札幌 恋舞

松本　雅彦 札幌 時代を超えて有名人とともに

野澤　義裕 札幌 銀杏

小野　嘉春 札幌 氷塊

一戸　健吾 札幌 ボクの母さん

掛村　一憲 札幌 小さな応援者

伊藤　正司 札幌 鞭を入れる

藤田　昌宏 札幌 雪に笑う

伊藤　博章 札幌 一網打尽

後藤　正人 札幌 ママの味

朝日　　均 札幌 たまゆら雫

澤田　一夫 札幌 記念撮影

伊藤　泰愛 札幌 船の光線

貝沼　正雄 札幌 なめんなよ!!

谷島カズ子 札幌 朝もや

浦崎　毅子 札幌 お留守番

藤田万理子 札幌 Sky line

平崎　　進 札幌 街を彩るショーウインドー

難波　　江 札幌 大空のアーティスト

中山　　博 札幌 ふしぎな窓

簡　　恵津子　 札幌 語りべの木

仲島　静夫 札幌 夜空に描く

金子　信行 士別 JRを待つ朝

村上　賢一 鷹栖 Marina Bay



氏名 地域 タイトル

横山　瑛美 滝川 流碧

成田　正利 伊達 たわむれ

太田　秀樹 伊達 光を受けて

吉村　　剛 千歳 未来はJリーガー

久保田雅代 千歳 背比べ

壬生由美子 苫小牧 似てるかな

大場　宏道 苫小牧 楽しい遠足

大場　範子 苫小牧 ぼくの叔父さん

久留嶋誠悦 苫小牧 踊り子

小山　憲紀 苫小牧 スゴ技？

増井　典子 苫小牧 朝霧散歩

笠水上徹明 苫小牧 手をつなごぉ～

佐々木　歩 苫小牧 街角風景

宗山　和夫 七飯 水ごり

林　　一哉 七飯 「ハイウェイラプソディ」

土田　多江子 七飯 爆盛り

山田　清滋 登別 フリスビー犬の夏

今井　富夫 登別 〆のポーズ

まつば　のりまさ 羽幌 親子

加藤　美佳 羽幌 祭の日

川上　正己 羽幌 こみち

高山　亮太 羽幌 今、ここにいる

長瀬千鶴子 美瑛 激走

佐藤　和信 美唄 浜の老人

金沢　俊美 美唄 来客

高橋　正子 美唄 幻の日環

松本　久子 美唄 氷の回廊

山田　清悦 北斗 村の男

阪内　孝二 北斗 飛躍



氏名 地域 タイトル

髙木　妙子 室蘭 森の精霊

大坪　恵子 室蘭 湯気

鳥海　政史 室蘭 野球ダンサー

森　美津雄 室蘭 花が咲くころ

たむら　けんじ 室蘭 Standby

塩野　謙造 余市 聴く人々

佐藤　繁雅 旭川 一打八魂

小山　　満 旭川 スタートダッシュ

山本　義則 旭川 「長老」

臼田　忠雄 旭川 ソレ行けドックレース

森田　正義 旭川 雪上のムーンサルト

白鳥　敏昭 旭川 カモとたわむれて

吉田　祥子 旭川 晩秋の雪

田中　昭一 旭川 遊ばれて

広田　広一 岩見沢 春風

大沢キヨシ 岩見沢 秋の日逍遥

南　　太一 岩見沢 君に夢中

鈴木　佳夫 岩見沢 弾ける笑顔

友広　茂夫 岩見沢 沢山いるネ

袰田　祥健 岩見沢 ウォーターランド

斎藤　優子 栗山 記念撮影

畑端　憲行 新ひだか 寒風闘裂


