
第1部　自由

氏名 在住地 タイトル 氏名 在住地 タイトル

荒田　弘 旭　川 春のストーム 石橋　一彰 根　室 眠れる森の美猫

上平　秀美 旭　川 手も出たよ 金子　雅光 根　室 勢揃い

岡本　崇宏 旭　川 始発前 今井　富夫 登　別 スリル満点

小山　満 旭　川 オブジェに着陸・・・かな 蒲野　進 登　別 本を読む女

佐藤　繁雅 旭　川 冬の夜の幻想 鳴海　明 登　別 なんだろな？

佐藤　教正 旭　川 ボンボン 伊藤　建夫 帯　広 綺麗ね

長屋　信一 旭　川 ノスタルジー 小池　隆 帯　広 ぼく．保育所に行くんだよ．

平澤　成一 旭　川 元気いっぱい 髙堂　匠美 帯　広 真冬の宝石

丸山　美幸 旭　川 羨望の眼ざし 宮澤　龍彦 帯　広 おつかれさま

森田　正義 旭　川 行列 小林　セイ 小　樽 晩秋

森谷　幸治 旭　川 まなざし 久守　きよし 小　樽 祈再来

後藤　英生 美　唄 女と男 森井　透 小　樽 夕暮れ時

松本　久子 美　唄 廃校の模様 藥師　セツ子 小　樽 おばあちゃん！わたしここよ！

伊藤　ゆかり 千　歳 あなたと歩む 清水　孝 音　更 飛んでけ！

白木　諭 千　歳 水玉帽子 三浦　早智子 音　更 猫監視員

神能　俊行 千　歳 気合い！！ 本田　光 留　萌 たこリレー

吉村　登美子 千　歳 「コロナなんとかしてくれ～！」 伊藤　博章 札　幌 塩田作業

尾形　和雄 伊　達 ふわふわ、きらきら！ 梅澤　勇二 札　幌 皆でバタフライ

三浦　和市 伊　達 ウォーキング 簡　惠津子 札　幌 光のいたずら

西山　豊洋 江　別 駐車場 菊池　恵子 札　幌 蝋燭売りの老女

花岡　勝美 江　別 モーの舌遊び 木村　泰裕 札　幌 忘却の赤

猪口　信幸 恵　庭 わーい！黄色い絨毯だ 見野　則幸 札　幌 竿さばき

五東　優子 恵　庭 幻日 河野　仁志 札　幌 エリート軍団

中岡　正美 恵　庭 高みの見物 柴田　康弘 札　幌 温もり

中村　忠司 恵　庭 影と遊ぶ 島　伸次 札　幌 会えない君を想う

縣　博基 深　川 「参拝者一人」 竹原　知幸 札　幌 夢を紡ぐ

池田　恵美子 函　館 釣人 中神　由美子 札　幌 くぐりて祈る

岩佐　敏子 函　館 センセイ　目を開けて！ 仲島　静夫 札　幌 怪

小池　貞子 函　館 雨あがり 中村　力雄 札　幌 雪と光のシャワー

坂口　チヨ 函　館 二人の世界 平崎　進 札　幌 目線をくれた女（ひと）

恒吉　ゆき子 函　館 ハッピーバースデイ 藤田　昌宏 札　幌 参拝を待つ

石塚　孝行 北　斗 輝く海を見つめて 星　光義 札　幌 赤い回廊を撮る

阪内　孝二 北　斗 勝利の踊 安田　敏彦 札　幌 彼から

片岡　眞弓 石　狩 光の流れ 山神　幸子 札　幌 家族の肖像

坂口　哲裕 石　狩 夕暮れassembly 山﨑　久子 札　幌 ストップモーション

岩井　郁美 岩見沢 ファンタジックナイト 山下　啓子 札　幌 木陰から

袰田　祥健 岩見沢 フレンド 山田　清悦 札　幌 まだまだ

野﨑　貞雄 北広島 楽しい時間 輪島　礼子 札　幌 夕暮れの小路

亀井　新五郎 北　見 収穫の秋 渡辺　勝 札　幌 釣り人

小口　竹彦 北　見 ルール違反 平山　宏照 鹿　追 客待つ小路

塩浜　郁夫 北　見 終焉 加野　勝広 新ひだか 空と海を見つめて

村田　陽子 北　見 ボス 野田　功 新ひだか 落陽

山下　和子 俱知安 雪国の子 畑端　憲行 新ひだか こわいよ～

斎藤　優子 栗　山 異空間 村上　賢一 鷹　栖 ウォールアート

冨田　智春 釧　路 一生の宝物 山田　信重 滝　川 スポットを受けて

中嶋　淳一 釧　路 ゴール目指して！ 横山　瑛美 滝　川 雨あがり

橋本　憲一 釧　路 擬態 高橋　米子 弟子屈 魔法の氷

大坪　恵子 室　蘭 ある日の教室 大場　範子 苫小牧 旅立ちの日

齋藤　ますみ 室　蘭 本当のわたし 加賀屋　茂 苫小牧 青春の力作

たむら　けんじ 室　蘭 愛馬 佐々木　歩 苫小牧 錦秋のプラットホーム

鳥海　政史 室　蘭 埋もれた記憶 増井　典子 苫小牧 クラゲと遊ぶ

圡田　多江子 七　飯 祈り 加賀谷　芳夫 洞爺湖 雨上がりの朝

圡田　弘志 七　飯 晩秋の夕暮 中川　公王 浦　臼 匠の技

山岸　真理 名　寄 大雪の帰省 松本　敏雄 夕　張 微笑みの時


