
2021さいたま市ユーモアフォトコンテスト　受賞者一覧

賞名 通し番号 作品名 氏名（50音順） 都道府県

最優秀賞 1 どこでもドアーの番犬 浅山　昇 三重県

2 ソーシャルディスタンス 石津　節男 福島県

3 君たち男の子 林　昌宏 埼玉県

4 雪見風呂　最高！ 水野　大智 富山県

5 はじめまして 石岡　柊真 埼玉県

6 思い 稲田　義美 宮崎県

7 ことわざ 牛木　実 神奈川県

8 ゴジラに挑む女性 海老澤　文男 東京都

9 子育て 岡地　英男 埼玉県

10 髪飾り 尾内　泰 埼玉県

11 ごめんなさい 小池　万寿治 埼玉県

12 ロマンスの生まれた夜 小嶋　典生 神奈川県

13 顔出しNG 近藤　愛哉 岩手県

14 ハーイ集合！ 佐藤　有芳 北海道

15 蒼い飛雨 滋田　昌治 埼玉県

16 立派に育ててね 設楽　怜司 埼玉県

17 一撃 下須賀　誠 岡山県

18 花より昼寝 関矢　昭子 群馬県

19 老老介護 田中　泰生 岡山県

20 僕の部屋だよ！ 谷野　和恵 山口県

21 行っちゃダメ！ 田山　雄史 埼玉県

22 日射対策 辻村　政幸 和歌山県

23 幸せ雲 中野　芳之 埼玉県

24 旅客機もサーフィンしたい今日の波 野村　昌弘 神奈川県

25 頭上注意 張替　政雄 埼玉県

26 トイストーリー 藤本　一輝 香川県

27 虫歯ある？ 本間　静子 埼玉県

28 アッ名古屋のおじさんだ 三浦　千秋 東京都

29 カオ　かお　顔 宮田　哲夫 埼玉県

30 ちっちゃな瀬戸大橋 守谷　勉 岡山県

31 おすまし顔 安岡　則久 兵庫県

32 カモの開き 山崎　正二 埼玉県

33 犯人は俺じゃない！ 米尾　暢人 神奈川県

34 しわくちゃ 餘野　照彦 大分県
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35 テトリス 赤星　舞 群馬県

36 日向ぼっこ 安藤　竜也 埼玉県

37 どいて！僕のママだよ 池田　勝美 埼玉県

38 ♬まっ赤な　お鼻の、、、♬ 石川　尚登 埼玉県

39 めじろ押し 伊藤　隆彦 三重県

40 来ないバス 稲葉　太一郎 奈良県

41 下着丸見えですよ 内海　英明 神奈川県

42 間違えないようにね 浦山　かな子 埼玉県

43 同床異夢 瓜生　真二郎 埼玉県

44 古今（二宮金次郎とスマホ） 江川　多嘉 栃木県

45 汀の魔女 大井　幸枝 山口県

46 内緒話し 鹿島　秀夫 埼玉県

47 どこでもドア 上谷　勝 奈良県

48 プードルの親子 桑原　秀樹 滋賀県

49 外人さんも厄払い 小山　乾 東京都

50 恋人募集中 斉藤　八郎 埼玉県

51 しゃぼん玉メガネ 齊藤　未紗希 埼玉県

52 歩けるかな 笹川　三之 埼玉県

53 似たものどうし 佐藤　孝夫 愛知県

54 スズメの学校 白石　信夫 愛媛県

55 泳ぎ疲れて 鈴木　弘信 鹿児島県

56 笑う 隅　照夫 山口県

57 ？？？ 竹川　義之 埼玉県

58 イッシィシィ！ 千葉　国男 兵庫県

59 私が先でしょうが 長　吉秀 福岡県

60 ドナウ河をバスでドライブ 津守　義史 山口県

61 楽しかったヨー！パチリ 徳元　たつ子 神奈川県

62 参りました 中村　昭夫 三重県

63 ご乗車ありがとう 名雪　誠 千葉県

64 こっけい 西澤　優治 神奈川県

65 モデル撮影会 西村　正一郎 鹿児島県

66 メタボ 野口　仲一 埼玉県

67 すまし顔のポチがテーブルに？？ 野沢　宏孝 神奈川県

68 いっぱいのお願い 長谷川　公子 島根県

69 無理ちゃう 畑　公子 大阪府

70 釣りのお供なんです 花島　敏夫 埼玉県

71 お願いいたします 百村　秀男 埼玉県

72 興味津々 平野　昌子 神奈川県

73 入ります 太　一男 和歌山県

74 初対面 堀口　宏 神奈川県

75 白リス阿波おどり 前田　啓 北海道

76 鬼だぞー！ 前田　正憲 熊本県

77 虹を食う豚 又賀　義信 埼玉県

78 空を泳ぐ金魚 三木　雅也 香川県

79 いつでも一緒 宮崎　美智子 埼玉県

80 食べにくいな～ 村井　義治 京都府

81 ギョロ目と対決 矢橋　寿夫 栃木県

82 不思議な空 山本　邦治 東京都

83 人影 山本　富夫 静岡県

84 美少女 余郷　進 愛知県

佳作
（50点）


	入賞決定

