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入賞者一覧

ＮＨＫ学園大賞

小山 乾 「秋の喜び」

横浜市長賞
坂本 正樹 「光り渡る」

日本写真協会会長賞
山下 修司 「家族」

ＮＨＫ賞
河田 康夫 「Sakura Harmony」

審査員特別賞
新 保 勲 「お先に」

小 川 敏正 「春初の花冠」

奥 森 貴幹 「インフィニティ・ブルー」

生涯学習賞
大 井 勉 「伽藍を風廻る」

清 水 俊雄 「初めての着物」



氏名 審査結果 作品タイトル 氏名 審査結果 作品タイトル

小山　乾 NHK学園大賞 秋の喜び 赤井　英夫 入選 湯立神事を待つ人
坂本　正樹 横浜市長賞 光り渡る 赤井　英夫 入選 銀色の草原を歩く
山下　修司 日本写真協会会長賞 家族 赤井　英夫 入選 ヤマト夕景
河田　康夫 NHK賞 Sakura Harmony 赤嶺　城喜 入選 入り陽(いりひ)
新保　勲 審査員特別賞 お先に 赤嶺　城喜 入選 このひととき
小川　敏正 審査員特別賞 春初の花冠 秋山　宏作 入選 孫と初めての花見　もう疲れたか

奥森　貴幹 審査員特別賞 インフィニティ･ブルー 浅野　亮二 入選 立山にて
大井　勉 生涯学習賞 「伽藍を風廻る」 浅野　亮二 入選 冬に備えて大忙し
清水　俊雄 生涯学習賞 初めての着物 浅野　亮二 秀作 野付半島の黄昏

有馬　博 入選 映える夏柑
有馬　博 入選 花 笑う

和合　俊夫 入選 赤レンガ倉庫は横浜発展の礎 有馬　博 入選 頑張れ金太郎
和合　俊夫 入選 日本丸もドックも重要文化財 池田　政彌 入選 残雪１
和合　俊夫 入選 汽車道と鉄橋は近代化遺産 池田　政彌 入選 残雪２
和合　俊夫 入選 横浜は日本写真の発祥の地 池田　政彌 入選 残雪３
三田　貞義 入選 街角ライブ 居城　政敏 入選 桜河を渡るこいのぼり
三田　貞義 入選 高速ジェットスキー 居城　政敏 入選 晴れ間に輝く春の河辺
三田　貞義 入選 中華学院生のパレード 磯部　克子 秀作 野付半島にて
三田　貞義 入選 子供も獅子舞の主役 伊藤　晃 入選 ジャンプ！
長田　知之 入選 バラ祭りと客船 伊藤　晃 入選 冬のおとずれ
長田　知之 入選 氷川丸とバラ園 伊藤　崇之 入選 春風
長田　知之 入選 大桟橋埠頭のハト 伊藤　美恵子 入選 古城の春
寺村　公子 入選 飛鳥Ⅱ 伊藤　美恵子 入選 繚乱
寺村　公子 入選 ワールドカップの日（ラグビー） 伊藤　美恵子 入選 豪雪の山
田部井　清 入選 初夏の山下公園 伊藤　美恵子 入選 洞門の氷柱
田部井　清 入選 僕の好きな青い傘 伊藤　美恵子 入選 朝の霧ケ峰
田島　豊 秀作 明星 伊藤　美恵子 入選 晩秋の湖
竹島　知憲 入選 思い出の夜景 猪股　小惠子 入選 早いお花見
髙松　範 入選 フランス山の風車 猪股　小惠子 入選 ワンちゃんとお散歩
髙松　範 入選 横浜港のシンボル 氷川丸 猪股　小惠子 入選 今年の運勢は
髙松　範 入選 ガス灯 井深　幸男 入選 飛躍
髙橋　秀樹 入選 臨春閣Ⅰ 岩﨑　泰之 入選 爛漫
髙橋　秀樹 入選 臨春閣Ⅲ 岩室　典雄 入選 春たけなわ
関口　浩史 入選 看脚下 岩室　典雄 入選 蝶の舞
鈴木　健治 入選 神奈川宿ナウ 岩室　典雄 秀作 秋の佳き日
清水　克己 入選 外交官の家 岩室　典雄 秀作 早春の水辺
齊藤　豊 入選 廻る廻る 上野　一成 入選 バラ園にて
齊藤　豊 入選 滑る滑る 上柳　恒雄 入選 帰りたい
小林　久之 入選 ラッキーな夜景 臼井　芳夫 入選 菜の花盛り
小林　久之 入選 新旧のヒーローⅡ 江口　徳郎 入選 さくらと菜の花 満喫
栗原　茂兵衛 入選 新型コロナの仕業 江口　徳郎 秀作 さくら見物 御一行
菊池　龍彦 入選 バラの先はハクライの地 江口　正芳 入選 残雪
菊池　龍彦 入選 おつかれ様、日本丸 大内　和也 入選 ハシビロコウのごとく
菊池　龍彦 入選 心わくわく散歩道 大内　和也 入選 三年ぶりの大学祭
川口　忠男 入選 薄暮の大さん橋 大竹　範 入選 紅葉
鴨下　弘之 入選 パレード 大竹　範 入選 花吹雪
鴨下　弘之 入選 みなとみらい 岡田　健一 入選 光芒
上山　元雄 入選 ベイブリッジと航行する船舶 小川　敏正 秀作 メルヘンの花
奥森　貴幹 入選 威風堂堂 加藤　美恵子 入選 現代（皇居東御苑で）
大内　和也 入選 16年前の思い出 加藤　美恵子 入選 ワァー良く撮れている！
猪股　小惠子 入選 木漏れ日の中で 加藤　美恵子 入選 光と陰
在原　正一 入選 ブルーライトヨコハマ 加藤　美恵子 入選 踊る桜
新井　正道 入選 午後の散歩道 鐵輪　義郎 入選 冬の名残
新井　正道 入選 ミイラ男 現る！？ 鐵輪　義郎 入選 観梅

「私のヨコハマ」部門

「四季の写真」部門



氏名 審査結果 作品タイトル 氏名 審査結果 作品タイトル

鐵輪　義郎 入選 華やかな集い 佐々木　博 入選 春をひとり占め
鐵輪　義郎 入選 晩秋 佐々木　博 入選 畝傍とコラボ布袋草
釜池　徹 入選 静謐 佐々木　博 入選 乱れて踊る秋桜
釜池　徹 入選 春の彩（イロドリ） 佐々木　博 入選 飛ぶ鳥の里　淡雪降れり
上山　元雄 入選 空霞む春 捧　五月 入選 愈し風薫る杜
上山　元雄 入選 寺の紅葉 佐藤　澄子 入選 松源寺門前桜
鴨下　弘之 入選 あんた、何者？ 佐藤　澄子 入選 しだれ桜
河崎　妙子 入選 霞に包まれて 佐藤　澄子 入選 桜の下で昼ごはん
河崎　妙子 入選 雨あがり 佐藤　剛 秀作 春の兆し
川端　正敏 入選 浜の顔 佐藤　剛 入選 近くにおいでよ
川端　正敏 秀作 白い夏 佐藤　剛 入選 家まで走ろう！
河村　幸恵 入選 柔らかい時間 佐藤　剛 入選 ひとりで食べれるよ
菊川　勝義 入選 秋日和 佐藤　剛 入選 新入社員の1年間の成長
菊池　龍彦 入選 朝日に映える太平洋 佐藤　刻彦 入選 紫陽花に埋もれて
菊池　龍彦 入選 椿のジュータン 佐藤　刻彦 入選 紫陽花塔
菊池　龍彦 秀作 森の人気者 佐藤　刻彦 入選 艶やかな競演
菊池　龍彦 入選 母熊の幸せ 佐藤　弘信 秀作 タツナミソウの詩
菊池　龍彦 入選 アーン 澁谷　捷美 秀作 旅路
菊池　龍彦 入選 妖精のすみか 澁谷　捷美 入選 静寂
岸田　幸夫 入選 霧中の櫻 嶋川　龍雄 秀作 菜の花迷路
北田　光司 入選 大地の始動 嶋川　龍雄 入選 志賀坊高原の春
吉川　英達 入選 死闘！ 嶋川　龍雄 入選 春を呼ぶ使者
吉川　英達 入選 天女がさし伸べる手に 嶋川　龍雄 入選 渓流に咲く
吉川　英達 入選 孟宗竹でお出迎え 清水　克己 入選 紫陽花ロード
吉川　英達 入選 水没したゲートボール場に 清水　俊雄 入選 風になびく
金銅　史光 入選 福鈴の儀 新保　勲 入選 おおらかな心（花言葉）
金銅　史光 入選 プレゼント 新保　勲 入選 仲間に入れて
金銅　史光 入選 ジャンプ 新保　勲 入選 狙いをつけて
金銅　史光 入選 田植え 杉本　彰 入選 春爛漫
栗原　茂 入選 春の海　波静かな長崎港 杉本　彰 入選 冬の里山
栗原　茂兵衛 入選 蕊に見入る 杉本　彰 入選 若葉と枝の競演
桑田　孝史 秀作 ローカル線 鈴木　俊之 秀作 スイミー
桑田　孝史 秀作 港町 鈴木　俊之 入選 今年も春がやってきた
小林　久之 入選 逃げる 須山　慶 入選 夏は何色？
小林　正和 入選 一緒に泳いで 関口　浩史 入選 茅の輪くぐり
小前　和永 秀作 配達 竹橋　誠司 秀作 ボクー！寒くないの…
小前　和永 秀作 夢心地 田島　豊 入選 あかつき
小山　乾 入選 燕の巣材運び 田中　仁 秀作 桜暖簾（はなのれん）
小山　乾 入選 桃の摘花作業 田中　敏夫 入選 水面
小山　乾 入選 桃花の里 田中　敏夫 入選 長谷寺のアジサイ
齊藤　豊 入選 神社前に集合 玉田　知三 入選 shidarezakura
齊藤　豊 入選 熟練 玉田　知三 入選 母さん、また来月
齊藤　豊 入選 車窓 玉田　知三 入選 千躰地蔵尊
坂本　正樹 入選 田植え終わる 筑井　一二三 秀作 朝あける
坂本　正樹 入選 マリンスポーツ 筑井　一二三 入選 菜の花畑
坂本　正樹 入選 酷暑の刻 筑井　一二三 入選 老木の春
坂本　正樹 入選 虹に照らされた秋 筑井　一二三 入選 里山の春
坂本　正樹 入選 秋色の湖畔 妻井　博之 入選 藤のオーロラ
坂本　正樹 入選 冬の造形 寺村　公子 入選 お相撲さんだぁ～
坂本　正樹 入選 双耳峰を目指して 寺村　公子 入選 バラ沿線
崎浜　秀泰 入選 新緑もえる頃 寺村　公子 入選 チューリップ大好き！
崎浜　秀泰 入選 黄葉を楽しむ 寺村　公子 入選 潮来の花嫁さん
崎浜　秀泰 入選 晩秋 土井　賢治 入選 初夏
崎浜　秀泰 入選 二人の… 土井　賢治 入選 着陸
崎浜　秀泰 入選 船頭さん こっち向いて「いやだ」 中島　眞理 入選 夏はぼくの出番だよ！



氏名 審査結果 作品タイトル 氏名 審査結果 作品タイトル

中島　眞理 入選 テーブルの景色 松崎　嘉之 入選 暖かな春
中島　眞理 入選 白いベレー帽 松崎　嘉之 秀作 華麗な道筋
中島　眞理 入選 芽吹きの準備 松永　惠子 入選 愛の形
長田　知之 入選 民家とアジサイ 松永　惠子 入選 あなたはカニさん？紅葉なの

中村　高幸 入選 『おいしいもの たべて 行こうか？』 松原　茂光 入選 若葉映ゆ
中村　高幸 入選 競演 松原　隆生 入選 春の休日
中山　勇三 入選 急ぎ足 水谷　学 入選 胸がキュン！
中山　勇三 入選 ちょっと！失敬 水谷　学 入選 ダイブ
夏目　一良 入選 暮光清天龍 水谷　学 入選 日差しのなか
奈良　正美 入選 十和田湖の日の出 溝越　要 秀作 静謐な刻
奈良　眞道 入選 奇岩のある紅葉林 本野　俊樹 入選 喜寿の登り坂
奈良　眞道 入選 枯株の湖畔 森田　文夫 入選 吉野の山に春が来た
奈良　眞道 入選 湧き水に暖をとる野鳥達 森田　文夫 入選 山々に満開のサクラ
野﨑　洋文 入選 犬の散歩 森田　丈夫 入選 長崎ロマン
野﨑　洋文 入選 渓流を登る 森田　丈夫 入選 薔薇の聖
野﨑　洋文 入選 境内と紅葉 森田　丈夫 入選 鵜の滑走
野﨑　洋文 入選 雪国の冬景色 山下　和男 入選 ようこそお参り
花井　卓郎 入選 千鳥ヶ淵の春 山下　修司 秀作 朝の浜辺
花井　卓郎 入選 秋の円覚寺 山下　米生 入選 春光
濱田　耕司 入選 せんせい さよーなら！みなさん さよーなら！ 山田　隆二 入選 生きる－家族のために
濱田　夢希 入選 夏が来たかな 山中　清 入選 至仏山と水芭蕉
林　平 入選 どこまでも 山中　清 入選 早朝の尾瀬ヶ原
林　平 入選 お魚きれいでしょ 山中　清 入選 満開の桜
林　平 秀作 狭霧の散歩 山中　清 入選 静かな尾瀬ヶ原
林　平 入選 撮って！撮って！ 山本　博 入選 晩秋
林　鋠治 入選 しょうぶ園 吉澤　正雄 入選 八重黒龍の藤
日花　俊介 入選 ちょっと失礼 若槻　健一 入選 深秋の渓谷
日花　俊介 入選 ちょっと一服 若槻　健一 秀作 田水に映る
日花　俊介 入選 そ～っと着地 若林　経夫 入選 この花火、凄いよ
平田　章 秀作 秋色に染る 和合　俊夫 入選 湖東の秋(永源寺)
平田　章 入選 雲海の朝 和合　俊夫 入選 落葉の中で跳ねる
深津　孝雄 入選 和みの春 渡邉　和幸 入選 春耕
深津　孝雄 入選 赤の主張 渡邉　和幸 入選 秋映え
深津　孝雄 秀作 託す 渡邊　愼司 入選 清楚
深津　孝雄 入選 初夏の光 渡邊　愼司 入選 秋宵
藤田　陽子 入選 春のダンス
藤村　雄一 入選 川面の表情
藤村　雄一 入選 きもり柿
前田　陽子 入選 もの想う 　ご了承ください。

※展示順（一部入れ替わりがあります）・敬称略

※お名前は一部新字体にさせていただきましたので、




