
賞名 通し番号 作品名 氏名（50音順） 都道府県

最優秀賞 1 青空読書会 広田　和夫 山口県

2 開演前 荻原　伸一 群馬県

3 トゲ・棘・トゲ 佐藤　秀男 埼玉県

4 お洒落な山 本間　静子 埼玉県

5 がぁーん 荒川　由香 福島県

6 鉄塔、お借りします 飯尾　本平 埼玉県

7 宇宙空間　銀河鉄道 池嶋　清 千葉県

8 私・・・きれい？ 一瀬　春夫 長崎県

9 サバイバル 伊藤　隆彦 三重県

10 マイ・フレンド 伊藤　洋一 北海道

11 歌うムツゴロウ 庵原　邦寛 熊本県

12 思案 牛木　実 神奈川県

13 私の癒しスポット 江原　和彦 埼玉県

14 三兄弟 大塚　美代子 静岡県

15 困ったなぁ 奥村　結希 京都府

16 新人類？現わる！！ 小野　智子 奈良県

17 こんな顔どお～！ 川崎　幸雄 三重県

18 縄文モヒカン 久保田　太一 岩手県

19 僕とマスクの僕 久米　恵子 埼玉県

20 おいしい～。 小池　万寿治 埼玉県

21 祈コロナ終息 斉藤　重利 埼玉県

22 せいれつ！ 竹中　良明 岡山県

23 ピッタリ！ 富井　保光 長野県

24 歌舞伎蝶 中島　正 福岡県

25 電線マン研修中 中嶋　幸晴 埼玉県

26 ラブラブ 中西　浩子 三重県

27 奇跡のポーズ 東山　琴美 香川県

28 重症患者 樋口　良夫 愛媛県

29 真実の姿！？ 福井　鳩子 宮城県

30 大人の階段 福島　和昭 兵庫県

31 几帳面な町内会 藤森　保男 岡山県

32 ココだよ 松田　裕次 宮崎県

33 夢中 山本　一朗 大阪府

34 ど！！あっぷ！！！ 結城　和博 埼玉県

2020さいたま市ユーモアフォトコンテスト　受賞者一覧

優秀賞
（3名）

入選
（30名）



35 鉄塔暴風に耐える 秋山　武 三重県

36 赤んべ 新井　正治 埼玉県

37 ウインク 石垣　清俊 静岡県

38 ふん？アート 石川　貞明 栃木県

39 寝ない！！ 石橋　恵美 広島県

40 お絵かきの輪 伊東　繁雄 東京都

41 飛入です 井上　勉 愛媛県

42 春の一日 内山　えいじ 山口県

43 沐浴 梅原　邦隆 静岡県

44 ねこパンチ！！ 大井　幸枝 山口県

45 ポーズ 大石　薫 静岡県

46 頂上だ、万歳！ 太田　明男 大阪府

47 お疲れ様 太田　誠二 新潟県

48 我ながらほれぼれする！ 大山　勝己 埼玉県

49 長～い胴体の海女さん 片岡　仁 三重県

50 火炎大根 加藤　俊昭 埼玉県

51 ご注意を！ 上谷　勝 奈良県

52 3密はいやだな 日下部　ガンマ 埼玉県

53 ラブコール 國光　忠孝 山口県

54 玉玉せせり 近藤　博美 福岡県

55 お耳障りでしょうか？ 下山田　昌子 東京都

56 日本昔話 白石　信夫 愛媛県

57 疑問 鈴木　順喜 愛知県

58 近眼トマト 清家　光江 愛媛県

59 匿名希望 高取　宏樹 岡山県

60 今日の主役 高橋　一郎 大阪府

61 パパおしりが！！ 高橋　範人 埼玉県

62 叶うといいね 武富　紗織 埼玉県

63 金魚鉢に帰ります 谷野　和恵 山口県

64 今日の陽はさようなら 津守　義史 山口県

65 日の丸鯉 内藤　正太郎 神奈川県

66 猿真似 中瀬　泰侑 三重県

67 ん～おにぎりからでしょ！ 長房　穂実 愛知県

68 間借り 西野　健治 東京都

69 にらむ 西村　俊裕 兵庫県

70 昼下がりのラブコール 林　勝三 埼玉県

71 みんな離れて先輩を見習って 廣瀬　和夫 埼玉県

72 五月の兜 福田　康幸 栃木県

73 ドジョウはありますか 藤田　文子 滋賀県

74 首なし人間？ 増田　俊次 福岡県

75 今が旬 増田　哲子 福岡県

76 ワンポイント・顔 水上　貴夫 埼玉県

77 えいさ、ほいさ 宮崎　美智子 埼玉県

78 お仕置き 宮田　哲夫 埼玉県

79 フェイス 森　卓廣 埼玉県

80 不機嫌なフジさん 森下　実 埼玉県

81 裸婦 山本　富夫 静岡県

82 三密じゃないけど・・・ 吉田　健洋 埼玉県

83 カンベンしてよ・・・ 米岡　拓郎 三重県

84 はっけよい 渡辺　俊夫 埼玉県

佳作
（50点）
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