
第1部  ⾃由

⽒名 在住地 タイトル ⽒名 在住地 タイトル
萩原 洋⼦ 新⼗津川 命の乱舞 林 繁造 札幌 湖上に降りた天使
池永 靖⼦ 旭川 スラマッスィアン（こんにちは） 藤⽥ 昌宏 札幌 松毬と⽇傘
⾅⽥ 忠雄 旭川 噴⽔で遊ぶ⼦供たち 三原 和廣 札幌 キャッチャーフライ
岸⽥ 真芳 旭川 スノーモンスター 宮⽥ 明俊 札幌 私の分⾝
⼩⼭ 満 旭川 クロスプレー ⼭神 幸⼦ 札幌 冷めないうちに
佐藤 祐⼦ 旭川 影法師 ⼭下 啓⼦ 札幌 ⼣暮れに夢を創る
添⽥ 裕⼦ 旭川 あのね ⽶澤 三千代 札幌 薫る丘
⾼橋 繁夫 旭川 親⼦ラベンダーに祝福 渡邉 郁弘 札幌 タイムトンネル！？
平澤 成⼀ 旭川 シャボン⽟とダンス 平⼭ 宏照 ⿅追 こっちだよ
森⾕ 幸治 旭川 ⻑⽣きの楽しみ 圡⽥ 多江⼦ 七飯 五⽉陰
吉⽥ 清治郎 旭川 撮るナーッ 圡⽥ 弘志 七飯 冬ロマン
⽯橋 ⽂則 伊達 ⻩昏 渡部 啓⼆ 七飯 朝陽を浴びて
太⽥ 秀樹 伊達 タイムトンネル ⾼⼭ 幸⼦ 室蘭 ジャスト ウェーブ！
三浦 和市 伊達 希望 ⼀條 周⼀ ⼩樽 牧草ロール製造中
峯岸 弘法 伊達 収束願う 中島 史江 ⼩樽 眼⼒
吉井 良平 伊達 はじける笑顔 宮尾 ⼀美 ⼩樽 窓そうじ
清⽔ 孝 ⾳更 競う 森井 透 ⼩樽 斜光
三浦 早智⼦ ⾳更 SUMMER ⼭吹 和康 ⼩樽 お兄ちゃんだよ
鈴⽊ 佳夫 岩⾒沢 ハイ、ポーズ！ 野⽥ 功 新ひだか 激浪
⽚平 信之 釧路 極寒の朝 畑端 憲⾏ 新ひだか ガンバレ、負けるもんか
鈴⽊ 啓司郎 釧路 冬の⼈気者 ⼤崎 祐美⼦ 新得 段畑
⽔野 敏幸 釧路 思い写す⼩春⽇和 縣 博基 深川 ⾵鈴
⼭⼝ 良雄 釧路 ストライプ 上原 友樹 仁⽊ 照明設備
佐々⽊ せつ⼦ 釧路町 ⻑い⾜の帰り道 尾張 ⼀博 千歳 リウマチと共に
堰代 剛幹 訓⼦府 花と虹 ⽩⽊ 諭 千歳 迷宮カメラ
猪⼝ 祐⼦ 恵庭 よしよし 神能 俊⾏ 千歳 レトロな気分で春待ち
菅原 恵⼦ 恵庭 夢のボールパーク ⽥中 美貴 千歳 季節は変わっても．．．
中岡 正美 恵庭 みなとみらい 伊藤 建夫 帯広 我が道を往く
服部 健治 恵庭 キャンドルナイト 村上 賢⼀ 鷹栖 奇跡の仏頭
森崎 義和 恵庭 おもてなし ⼭本 愛美 鷹栖 床屋の⽗
上⼝ 建作 江別 光を浴びて 海野 孝 滝川 朝の⽔⾯
坂⼝ 正剛 江別 史跡を訪ねて 岡内 孝⼀郎 滝川 静寂
⻫藤 勲 砂川 虹の彼⽅に 富⼭ 記功 稚内 祭りの⽇
⼭⽥ 勝稔 砂川 煌めくカナディアンワールド 佐藤 智⼀ 中標津 降臨
浅井 公⼀ 札幌 冬前の⽇に ⾼橋 ⽶⼦ 弟⼦屈 ⼣陽の調べ
粟⽊ 敦⼦ 札幌 陽光をあびる 加賀⾕ 芳夫 洞爺湖 春の旅⼈
⼀⼾ 健吾 札幌 光の回廊 ⼭⾕ 茂 洞爺湖 寝顔
伊藤 正司 札幌 頑張る１年⽣１．２．３ ⼤場 範⼦ 苫⼩牧 愛し⼦
岩間 敦⼦ 札幌 今昔 加賀屋 茂 苫⼩牧 絶叫
岩間 廣 札幌 道産⼦ my baby 佐々⽊ 歩 苫⼩牧 海辺
⾅井 誠 札幌 深まる秋 増井 典⼦ 苫⼩牧 ⼈間内視鏡
梅澤 勇⼆ 札幌 紺碧の空を翔る 朝倉 俊雄 函館 ラッキー７
掛村 ⼀憲 札幌 花を愛でる 池⽥ 恵美⼦ 函館 故郷に思いを馳せて
河村 明⼦ 札幌 プラント．ライト 岩佐 敏⼦ 函館 ねらう
簡 惠津⼦ 札幌 ⻩落 宇都宮 和雄 函館 卒業記念
⾒野 則幸 札幌 農家の⼿伝い 坂⼝ チヨ 函館 初めての体験
⼩林 久勝 札幌 秋⾬の歩道 七崎 美雪 函館 タイムラグ
⼩⼭ 博寿 札幌 ⽴往⽣ 園部 敏恵 函館 渚の⾵⾳
宍⼾ 良⼦ 札幌 私が主役、パパ⾒てて！ 松本 久⼦ 美唄 ⾚い服の⼥（ひと）
島 伸次 札幌 ⻤燈 ⻑瀬 千鶴⼦ 美瑛 ブルーウェブ
下村 捷⼆ 札幌 ⾵を読む ⼤⿅ 静彦 北⾒ フェイス
⻑岡 秀⽂ 札幌 紅葉景観⼆重奏 澤野 玲⼦ 北⾒ 還暦顔
仲島 静夫 札幌 雪原を⾏く ⽯塚 孝⾏ 北⽃ 今⽇の収穫
中村 ⼒雄 札幌 ⽇漏にたたずむ 出⼝ 慎也 留萌 解放


