
（グランプリ） 若林久未来 Beautiful Ms.清月 阪上哲夫 追憶 西川和也 赤蕪

坂口稜真 Shibuya　Photo 西田凱 白い麺麭

（準グランプリ） タカギトオル warped 佐治はるみ 気合 西橋弘 タワーも見とう

山田香英 夏休み 佐治はるみ いこいの場 羽島賢一 宙に浮くグランダルシュ

佐藤静雄 生命 羽島賢一 Mirror Image

（審査員特別賞） 日髙達彦 傍観者 佐藤静雄 春千年 長谷川友子 Bangladesh 2012

松井泰憲 心の彼方 – beyond the soul - 澤田恒代 残存 長谷川浩常 千年のかおり

澤田恒代 夏に跳ぶ 林田弘 記憶の街

（佳作） 古賀竜太郎 待望 柴田腆 行く秋 原田和枝 新緑の気配

田中賢治 空間 白澤拓也 ANIMALS 日髙達彦 詩想

玉利祐三 神宮路 全成林 姫川の冬景色 平澤明 万華鏡

横山浩一 La conception de l'eau タカギトオル continuity 平野和司 section 001

吉間完次 Reborn 髙塚孝一 CHAIR 平野和司 section 002

（入選） 高原浩一 情熱 広瀬尚美 三次元の光

青山光子 踊り娘 岡正俊 今（いま） 竹内淳一郎 ベルリンの壁 福本一路 深緑万華鏡

秋和勉 星に願いを 岡村浩志 祈り 武田正道 宇海の魚 二木彩 閑かな輝き

秋和勉 水鏡 奥村弥恵 都市私景 田中明 命の芽吹 二木彩 WEDDING 美

浅田直樹 朝陽の刻 奥山喜也 Rossio Stationにて 田中邦博 ﾛｰﾇ河畔（ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ） 古田茂穂 午睡

浅田直樹 黄昏幽光 小倉通弘 いろか 田中邦博 ｻｸﾚｸｰﾙ寺院から見たﾊﾟﾘ 古田茂穂 孤高の人

安野亨 優しい時間１ 尾崎ゆり Daydream 田中賢治 手拍子 前田宗彦 暁の富士

安野亨 優しい時間２ 尾崎ゆり Labyrinth 田中進一 光の印象（Black&White) 前田宗彦 古木幽玄

飯田敏郎 ミストロード 落合恭子 花詣 田中進一 『あけまして、おめでとうさんどすえ』 松井泰憲 幽寂

飯塚富郎 破滅モード 小原武彦 緑風 田中爽也 ミラーの世界 松岡通夫 晩夏

飯塚富郎 審判への階段 蔭山晃一 in a dream 田中爽也 生きる 松岡通夫 冬枯れ

イイマユミ Yahweh 樫澤三枝子 偶然と必然 田中伸忠 晩照 松田有加里 FANTASIA Ⅰ

イイマユミ Desire 樫澤三枝子 偶然と必然 谷郷むつ美 幻夢桜 松田有加里 FANTASIA Ⅱ

池田重信 パレード 片山智士 一年生 谷郷むつ美 モダンシティー 松本紀子 着物語り

池田重信 夜の虚像 片山徹 夢想 玉利祐三 KYOTO 雅 松本弘子 秋光に想う

石垣郁果 想定外 片山徹 涼 玉利有仁人 都市の記憶配列 A.M. 松本弘子 街角

石川紀美 Blue Breeze 加藤利弘 佛庭 玉利有仁人 都市の記憶配列 P.M. 丸田康裕 水の戯れ

石川紀美 初冬の湖北 加藤利弘 いらだち 塚本正光 清心 丸田康裕 竹田城跡 –星夜-

石田哲也 ドゥリケルの街角で 金泉萬楽 神炎 佃陽子 pixel 光谷英彦 愛の象形

伊藤信夫 冬の水辺 金澤和孝　 心の恋人 天良勝宏 季節のほころび 三好基之 reflectionⅠ

伊藤信夫 霧中に咲く 川井ケンゾー JUMP 天良勝宏 森のかたりべ 三好基之 reflectionⅡ

稲垣真理 Woman or Mother 川井ケンゾー 移ろい 土井巻子 カメラマン 三輪みさえ ティータイム

井上雅晴 明るい生活 河津勇三 COMPLEX 土井巻子 工事中 村田彰 白い妖精が目覚める時

井上雅晴 難波橋 河津勇三 惜春 堂谷哲 行く春 村田彰 秋色

井上淑子 百面相 川西良樹 今日は・春？ 土岐伸子 Spiral 村林俊弘 阿騎野

井上淑子 エントランス 川辺富子 憂い 中川精 Lascia ch`io pianga 森重寿 君想う街

井上義彦 アンドレア 喜田広司 スクランブル 中島かおり 凛 森原徳一郎 朝の光景

入江隆士 異空間 喜田広司 残響 中島康治 STRANGER THAN PHOTOGRAPH 1 森原徳一郎 眼光

入江隆士 祭りのあと 木下重則 ハイウェー 中島康治 STRANGER THAN PHOTOGRAPH 2 薬師正興 はんなり

岩永滋 参拝終えて 木下重則 満月 中島知 北海の朝 山下一夫 MABOROSHI

印南英輝 正ちゃん 木方清二 開花の朝 中島知 乱舞 山田香英 家族

印南友博 まりあ 國島正行 遺されたトキ 中西清臣 はるのささやき 山本延子 おとぎの国

浮田　賀子 天空 國島正行 遠い記憶 中西清臣 禅 山本延子 疾走

浦野陽一 雨と女 空風火 everything's gonna be alright 中西亨 シルエット 山本瑞穂 空の児　kuu no ji

榮爾(EIJI) 回想 桑名忠良 ダイビング 中溝千織 clear smile 余川正次 老いて、尚

榮爾(EIJI) 記憶の風景より 1970 桑名寿江 ゲット 中山勇三 自然との調和 余川正次 でんじゃあ ぞーん　(Zone de danger)

恵谷摩美 寂として声なく静謐に佇む 桑名紀直 檻 中山幸夫 得意顔 吉川艶子 悟り

恵谷摩美 Japanese details 小林ヤス恵 噴水 中山幸夫 門付けの舞 吉川艶子 幻想

大家ちさと スリット 小籔真由美 Good Morning 鍋島タモツ 夜明けの塩田 若林久未来 Silence Monet Gogh

太田吉彦 眼下300M-海を渡る 小山邦子 ドラキュラの館 鍋島タモツ 朝もやの巡礼

大坪晶 The Bedroom 小山邦子 タイヤの乱舞 西尾央 夕方の瞬間

大藤真人 face 齊木冨美子 ハーモニー 西川和也 曙光 （五十音順　敬称略）

出展目録（敬称略） 　　　出展目録（敬称略）


