
2022さいたま市ユーモアフォトコンテスト　審査結果一覧
賞名 賞順 通し番号 作品名 氏名（50音順） 都道府県

最優秀賞 最優秀賞 1 羽どうしたの？ 山本　ひづる 熊本県

優秀賞1 2 再起動・・・！ 津田　雄太 奈良県

優秀賞2 3 撮るよ 峯岸　誠一 神奈川県

優秀賞3 4 要治療 山中　健次 和歌山県

入選1 5 新しい顔だよ！！ 岩永　真奈美 長崎県

入選2 6 ５０円は見つかった あと１００円 牛木　実 神奈川県

入選3 7 妖怪に変身 内海　英明 神奈川県

入選4 8 ああ！！もう少しだぁー。 大井　幸枝 山口県

入選5 9 ひとつ目　小僧 上窪　真紀 茨城県

入選6 10 猫の手も借りたい 木村　友梨 埼玉県

入選7 11 こちらへ　どうぞ 齋川　春江 埼玉県

入選8 12 遊泳 齋藤　岩男 埼玉県

入選9 13 脳裏の可視化 坂田　秀友 埼玉県

入選10 14 逆立ち自慢 柴田　満江 埼玉県

入選11 15 私を見てよ 白木　勇治 京都府

入選12 16 ハスの大王様 鈴木　壽 埼玉県

入選13 17 釣れますか？ 鈴木　行男 埼玉県

入選14 18 私、観ています 武村　多可孔 埼玉県

入選15 19 あなた、火の用心ね！ 谷野　和恵 山口県

入選16 20 泰然自若 多和　裕二 東京都

入選17 21 くやしいです！！ 遠山　由美子 埼玉県

入選18 22 ぼくも体験中 中嶋　幸晴 埼玉県

入選19 23 警報で～す 西山　栄 福島県

入選20 24 急がば跨げ 野島　隆雄 埼玉県

入選21 25 只今！検眼中 花田　寛子 埼玉県

入選22 26 お姉ちゃん危ない！ 浜野　弘治 埼玉県

入選23 27 素敵なお魚リング 久井　義弘 奈良県

入選24 28 大鮭飲み 富士本　晃 北海道

入選25 29 熊に注意！！ 本間　静子 埼玉県

入選26 30 たしかに、「空」はある！ 丸山　朋夫 神奈川県

入選27 31 何？？？ 安井　治夫 香川県

入選28 32 お風呂ゾンビ 柳田　愛子 岡山県

入選29 33 お皿の帽子 山田　圭介 東京都

入選30 34 食欲の秋 𠮷𠮷田　茂 埼玉県

優秀賞
（3名）

入選
（30名）



佳作1 35 ママのお小言 阿久津　サユリ 埼玉県

佳作2 36 虹色の森 池嶋　清 千葉県

佳作3 37 おしゃべりな自販機 石川　賢一 高知県

佳作4 38 パステルカラーの干物 井上　弘喜 埼玉県

佳作5 39 鵜ちわもめ 上地　健有 兵庫県

佳作6 40 鯉の恋 大塚　征男 静岡県

佳作7 41 らくちん 大西　弘行 香川県

佳作8 42 招きネコに憧れた猫 尾内　泰 埼玉県

佳作9 43 秘密防衛 門林　泰志郎 福島県

佳作10 44 水鳥 兼清　克己 山口県

佳作11 45 コーラス 金子　政喜 埼玉県

佳作12 46 ニューヘアスタイル 椛島　恵里香 埼玉県

佳作13 47 大玉ころがし 小泉　正 東京都

佳作14 48 ひこうきクモ 小久保　喜一 埼玉県

佳作15 49 「ま～だだよ」って言ったのに！ 後藤　吏沙 埼玉県

佳作16 50 何度やっても飛べないばあば 近藤　香子 山梨県

佳作17 51 お気に入り 西條　きみ子 宮城県

佳作18 52 飛べる！ 相楽　執一 福島県

佳作19 53 グリーン車 佐藤　清 埼玉県

佳作20 54 ご相談下さい 佐藤　孝 新潟県

佳作21 55 移送されちゃうよ 佐藤　務 埼玉県

佳作22 56 ペット？ 佐藤　博之 埼玉県

佳作23 57 おさるさん？宇宙人？ 塩川　智隆 埼玉県

佳作24 58 パクリ 滋田　昌治 埼玉県

佳作25 59 避暑ハウス 清水　進 神奈川県

佳作26 60 月工場 鈴木　克哉 神奈川県

佳作27 61 好奇心 関矢　俊夫 群馬県

佳作28 62 お帰り　月旅行御一行様 関山　紀四郎 埼玉県

佳作29 63 口封じ 鷹野　正通 埼玉県

佳作30 64 興味津々 多木　一夫 兵庫県

佳作31 65 イベント見物 田中　進 埼玉県

佳作32 66 砂布団 津川　博光 東京都

佳作33 67 不思議なビル壁 東阪　幸代司 大阪府

佳作34 68 真夏のコンサート 西村　俊裕 兵庫県

佳作35 69 ツーショット 二枚畑　勇 愛知県

佳作36 70 いつも、おやつ時間 根岸　実 埼玉県

佳作37 71 肩こった～ 能登　恒寿 埼玉県

佳作38 72 花の洗礼 馬場　歩 埼玉県

佳作39 73 暑っ！！ 林　昌尚 福井県

佳作40 74 ボクここにいるよ 伴　博之 千葉県

佳作41 75 私達、結婚しました。 藤田　栞吾 兵庫県

佳作42 76 鴨が作った笑顔カモ？ 松田　昌美 長野県

佳作43 77 こんにちは！！ 水谷　幸子 三重県

佳作44 78 ハイ・チーズ！！ 宮下　健太郎 和歌山県

佳作45 79 頭を冷やして 望月　正晴 静岡県

佳作46 80 ご丁寧ですね 八木　英雄 宮城県

佳作47 81 助けて― 谷島　文夫 茨城県

佳作48 82 ご挨拶 山川　充子 三重県

佳作49 83 ただいま変身中 山下　智 北海道

佳作50 84 ほほ笑み メリーニ・アレッサンドロ 神奈川県

佳作
（50点）
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