
賞 題　　　　名 氏　　名 県本部名
朝日新聞大賞 ロボ剣士 黒住　憲治 岡山県本部
アサヒカメラ賞 お昼どき 三藤　保子 備後地方本部
関西本部長賞 片隅 田中　敏夫 備後地方本部

広島県本部長賞 滝すべり 対木　寿子 広島県本部
岡山県本部長賞 まつりの日 虫明　郁代 岡山県本部
鳥取県本部長賞 綺麗でしょう 大西   茂 鳥取県本部
島根県本部長賞 競輪 渡辺　正史 島根県本部

備後地方本部長賞 入園の朝 大坪　正人 備後地方本部
BSS山陰放送賞 白い夏 野田　みつ子 鳥取県本部
BSS山陰放送賞 大空へ 江川　安夫 島根県本部
特　 　　　選（１） ぽつんと一舟 原田　今朝弘 広島県本部
特　 　　　選（２） 門番 高橋　由美 岡山県本部
特　 　　　選（３） 出現！ 谷口　麗子 鳥取県本部
特　 　　　選（４） 食べるー。 藤原　馨 島根県本部
特　 　　　選（５） 頑張って！ 中山　一 備後地方本部
準　特　選（１） パイプ細工 辻　重樹 広島県本部
準　特　選（２） さんぽ 鈴木　明 鳥取県本部
準　特　選（３） わたしの一服 三加茂幸子 島根県本部
準　特　選（４） 目障り 加藤 正人 島根県本部
準　特　選（５） セーフ？ 西尾　　透 島根県本部
入　　　　選（１） 花園の道 道下　久登 広島県本部
入　　　　選（2） 晩秋の渚 宇都宮　雅江 広島県本部
入　　　　選（3） 晴れ化粧 朝枝　加津子 広島県本部
入　　　　選（4） 湖上の虹 柿田　信子 広島県本部
入　　　　選（5） 散歩道 田中　利弘 広島県本部
入　　　　選（6） 楽屋 田中 則子 広島県本部
入　　　　選（7） 軌道 安田 慶子 広島県本部
入　　　　選（8） 黄達磨走る 河野　宏志 広島県本部
入　　　　選（9） 七夕様とお飾り 向井　景昭 広島県本部
入　　　　選（10） かげろう 荒木　忠義 広島県本部
入　　　　選（11） 貴船の夏 杉岡　常久 広島県本部
入　　　　選（12） 初滝滑り 荒川　純一 広島県本部
入　　　　選（13） 春を駆ける少女 荒川　洋子 広島県本部
入　　　　選（14） ビー玉に映える 河原　萬里子 広島県本部
入　　　　選（15） かげ絵 辻　良子 広島県本部
入　　　　選（16） はじめまして 奥林　奈津子 広島県本部
入　　　　選（17） ブレーク 宮田　順正 広島県本部
入　　　　選（18） 晴着でおでかけ 宍戸　安子 広島県本部
入　　　　選（19） 海の演奏会 荒田　尚美 広島県本部
入　　　　選（20） 激写 三戸　元子 広島県本部
入　　　　選（21） 名残りおしい 錦織　永治 広島県本部
入　　　　選（22） 風のいたずら 竹下チエ子 広島県本部
入　　　　選（23） 終焉 緋田　豊治郎 岡山県本部
入　　　　選（24） 追憶 内田　克己 岡山県本部
入　　　　選（25） ハイ、ポーズ 河野　秀男 岡山県本部
入　　　　選（26） アートな空間 佐原　勢津子 岡山県本部
入　　　　選（27） 追憶 松本　美枝子 岡山県本部
入　　　　選（28） 肝っ玉ママ 近藤　謙介 岡山県本部
入　　　　選（29） 幕間 米田　喜六 岡山県本部
入　　　　選（30） 取り残されて 古谷野　和子 岡山県本部
入　　　　選（31） 二人の時間 島津　明申 岡山県本部
入　　　　選（32） ひとの気配が 下須賀　誠 岡山県本部
入　　　　選（33） 空中散歩 徳山　 隆志 岡山県本部
入　　　　選（34） 一丸 長尾　進 岡山県本部
入　　　　選（35） 水を求めて 岩崎　義幸 鳥取県本部
入　　　　選（36） 風紋 山本　清恵 鳥取県本部
入　　　　選（37） 福笑い 本庄　了 鳥取県本部
入　　　　選（38） 描く青年 伊藤　　理 鳥取県本部
入　　　　選（39） あ・そ・ぼ 山中　泰偉 鳥取県本部
入　　　　選（40） 歓喜 谷脇　秀雄 鳥取県本部
入　　　　選（41） 赤い靴 中村　武 鳥取県本部
入　　　　選（42） 春日和 竹歳　雅秀 鳥取県本部
入　　　　選（43） 気合 前田　義隆 鳥取県本部
入　　　　選（44） 散歩道 モリタ・サブロ― 鳥取県本部
入　　　　選（45） 好敵手 坂本　浩之 鳥取県本部
入　　　　選（46） 私がママよ 黒田　義則 備後地方本部
入　　　　選（47） 朝帰り 高原　邦宏 備後地方本部
入　　　　選（48） 走る！ 内海　一彦 備後地方本部
入　　　　選（49） 居場所 前田　紀明 備後地方本部
入　　　　選（50） 読書家 丸山　精 備後地方本部
入　　　　選（51） 母娘 吉弘　俊人 備後地方本部
入　　　　選（52） 老い 北村　富三郎 備後地方本部
入　　　　選（53） 友達 高橋　之衛 備後地方本部
入　　　　選（54） エキサイト 児玉　辨二 備後地方本部
入　　　　選（55） 好奇心 藤江　洋子 備後地方本部
入　　　　選（56） スライディング 森山　豊治 島根県本部
入　　　　選（57） ポーズ 藤江　松男 島根県本部
入　　　　選（58） 孫の手 三次　巧侑 島根県本部
入　　　　選（59） 夏 大輝　春美 島根県本部
入　　　　選（60） 雨の日のたらい舟 田坂　　将 島根県本部
入　　　　選（61） 「ママ～」「なぁに」 三島しげみ 島根県本部
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