
氏　名 在住地 タイトル

田村　敦實 赤　平 虹ぐらし

浦島　　寛 旭　川 夕刻の猛吹雪

笠原　幸三 旭　川 初雪

小林　貴茂 旭　川 夕焼けの着陸

小山　　満 旭　川 寒い朝

白鳥　敏昭 旭　川 お散歩帰り

田中　昭一 旭　川 黄金の馬鉄

森田　正義 旭　川 トンネル内のカップル

山本　義則 旭　川 優駿輝瞳

吉田清治郎 旭　川 コラーッ

河原　典子 芦　別 白虹の中を駈ける

三浦　和市 伊　達 せめぎあい

峯岸　弘法 伊　達 雪融けの朝

岩井　郁美 岩見沢 艶舞

木村　克巳 岩見沢 満面の笑顔

沢田　行子 岩見沢 ふわふわエッグ

鈴木　佳夫 岩見沢 静かな時間

水上　孝子 岩見沢 足跡の先には？

清水　　孝 音　更 ハンドパワー

笹井　康夫 帯　広 鏡で遊ぼう

杉田　良二 帯　広 刻

大鹿　静彦 北　見 トンネル抜ければ

折手　克之 北　見 凍てる朝

河田　　章　　 北　見 五月風

小口　竹彦 北　見 仲良し

野崎　貞雄 北広島 待つ人

古川　敬子 北広島 着物デビュー

松坂　正彦 釧路町 時の記憶

山下　和子 倶知安 幸せ反映

真田美代子 倶知安 海からの神輿

斎藤　優子 栗　山 ミラー

敦賀千恵子 栗　山 嵐山物語

大野　信子 江　別 子供相撲泣くが勝ち

小賀野京子 江　別 電球が見る世界

上口　建作 江　別 夕日に向って

花岡　勝美 江　別 祭りの日

山岡　　勝 江　別 可愛い戯れ

伊藤　修身 三　笠 早く行こうよ!!

宗山　和夫 七　飯 寒修行

土田多江子 七　飯 宇宙街

土田　弘志 七　飯 フラワーシャワー

大坪　恵子 室　欄 茶目っ気

たむらけんじ 室　欄 螺旋

鳥海　政史 室　欄 花嫁堂々

一條　周一 小　樽 月光

内田　絢子 小　樽 補修中

小林　好江 小　樽 un labyrinthe -迷路-

根本　辰男 小　樽 陽光

久守きよし　 小　樽 冬への形跡

第1部　自由



氏　名 在住地 タイトル

松居　秀昭 小　樽 大きな流れ

森井　　透 小　樽 一人旅

山﨑　　正 小　樽 待ち合わせ

木村　　実 新ひだか 海の道標

神能　俊行 千　歳 朽ち果てたミゼット

吉村登美子 千　歳 ハッピーハロウィン

浅海　信一 釧　路 美女と夕日の共演

蝦名　　昇 釧　路 ふんばれ！

筬井　敦子 釧　路 氷彩

冨田　智春 釧　路 輪廻の入り口

橋本　憲一 釧　路 シルエット

水谷　博之 弟子屈 滝つぼ水槽

加藤　満代 洞爺湖 天使の羽衣

大場　範子 苫小牧 笑顔も万作

大場　宏道 苫小牧 勝負あった

久留嶋誠悦 苫小牧 休憩時間

増井　典子 苫小牧 笑顔咲く

壬生由美子 苫小牧 好奇心いっぱい

千葉　逸子 名　寄 手

栃元　幸一 登　別 Lock on

荒木　憲幸 函　館 化粧中

岩本　一志 函　館 思う壺

小池　貞子 函　館 おねだり

保科　俊一 函　館 お散歩

松山　浩司 函　館 冬光の坂道

小中　将司 八　雲 暇だな

後藤　英生 美　唄 夢を描く

松本　久子 美　唄 ドライブしませんか

飯高　光紀 札　幌 赤と黒

一戸　健吾 札　幌 ボクも描きたいな

伊藤　博章 札　幌 夫婦船

梅澤　勇二 札　幌 ボクも行く

裏　　征子 札　幌 寄り添って

浦崎　毅子 札　幌 湖畔のよる

貝沼　正雄 札　幌 クリスマスキャロル

掛村　一憲 札　幌 ママ！見てー

簡　惠津子 札　幌 迷路

見野　則幸 札　幌 バランス

後藤　正人 札　幌 散髪

柴田　康弘 札　幌 アーチを行く影

城　伊志勝 札　幌 夫婦愛

長岡　秀文 札　幌 廃校の今

中神由美子 札　幌 受け継がれし青

中川　昌子 札　幌 私はピアノ

難波　　江 札　幌 装い新らたに

野澤　義裕 札　幌 祝言

原　　禎子 札　幌 工事現場の月

平川　悠子 札　幌 アピール

平崎　　進 札　幌 美脚

福嶋　美好 札　幌 桜歌健童
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松本　丈幸 札　幌 レプ

松本　雅彦 札　幌 捕まえた

三橋　和雄 札　幌 相棒

安田　敏彦 札　幌 スターライト

脇田　健司 札　幌 雪のお出かけ

加藤　憲秋 恵　庭 あっ！ティラノザウルスだ

木全　正樹 恵　庭 逢魔時の入り口

佐野　ミヨ 恵　庭 未来の大人

田中　康夫 恵　庭 私の手に春の訪れ


