
No.９
「 」

オーディエンス賞

No.1 高山 勉
「入学の喜び」

No.10 篠田 全司
「お節句」

No.12 篠田 全司
「五月の空」

No.８ 尾島 鉄平
「仲良し双子の七五三」

オーディエンス賞

No.２ 高山 勉
「誕生」

No.３ 高山 勉
「小供神輿出陣」

No.４ 尾内 春香
「無限MUGEN1」

No.５ 尾内 春香
「無限MUGEN2」

平間至賞

No.６ 尾内 春香
「無限MUGEN3」

No.７ 桑原 孝弘
「忘れない今日の慶び」

No.11 篠田 全司
「お誕生日」



No.13 堤 晴彦
「出陣」

No.21 矢野 文夫
「商売道具」

No.22 田中 志乃
「かえり道 2014」

No.14 堤 晴彦
「大名行列」

No.15 川口 五郎
「真夏の祭典」

No.16 川口 五郎
「若き志士達」

No.17 川口 五郎
「恋も実って」

No.18 渡辺 陽平
「07年式デミオ・・・

ラストラン」

No.19 矢野 文夫
「披露宴」

No.20 矢野 文夫
「吉日」

No.23 田中 志乃
「かえり道 2018」

No.24 森山 薫
「こんなに大きくなりました…」



No.25 坂本 徹
「敬老会」

No.26 坂本 徹
「鯉のぼり」

No.27 坂本 たつ江
「散水の手を休めて」

No.28 富澤 仁美
「長女の入学式」

No.29 大川 亜美
「ひ孫」

No.30 大川 亜美
「いちねんせいになったーよ！」

No.31 大川 亜美
「こんなにおおきくなったよ」

No.32 首藤 初
「七五三「萌」」

No.34 首藤 初
「七五三「祈り」」

No.33 首藤 初
「七五三「笑顔」」

No.35 大関 俊明
「いよいよ小学生」

No.36 大関 俊明
「ハッピーバースデー」



No.46 守屋 光彦
「小さな背伸び」

No.47 濱田 徳之
「地域の要」

No.37 大関 俊明
「カリカリおいしい」

No.38 野本 宏美
「幼稚園とランドセル」

No.39 野本 宏美
「スクスク育て太田の宝」

No.40 野本 宏美
「夜桜と七五三」

No.41 野本 研太
「季節はずれの七五三」

No.42 野本 研太
「季節はずれの七五三」

No.43 野本 研太
「季節はずれの七五三」

No.44 吉田 明浩
「鯉のぼり」

平間至賞

No.45 吉田 明浩
「初節句」

No.48 濱田 徳之
「願い」



No.57 星野 昭子
「七五三」

No.60
「 」

太田市長賞

No.49 濱田 徳之
「親友」

No.50 阿久津 やよい
「妹の初節句」

No.51 佐藤 隆恵
「最高の卒園式」

美術館・図書館長賞

No.52 福野 有里恵
「７歳の七五三」

No.53 藤田 貴明
「入学式」

No.54 藤田 貴明
「子供みこしワッショイ」

No.55 藤田 貴明
「祝七五三」

No.56 小林 亮一
「守ると誓ったその笑顔」

美術館・図書館長賞

No.58 佐藤 智美
「はじめての誕生日」

No.59 佐藤 智美
「七五三」



No.61 福地 由紀枝
「七五三」

No.62 諸林 有貴子
「祭りばやし デビュー！！」

No.63 藤野 茂
「喜びの日」

No.64 藤野 茂
「縁結びの日」

No.65 藤野 茂
「祝福の日」

No.66 大西 寛
「宮参りの日」

No.67 金井 重子
「五月の公園」

No.68 金井 重子
「五月の空」

No.69 小林 好子
「初山」

No.70 小林 好子
「期待」

No.71 小林 好子
「新年会」

No.72 巻島 芳明
「祭りの日」



No.73 巻島 芳明
「佳日」

No.74 巻島 芳明
「吉日」

No.75 鈴木 純一
「成葉七五三」

No.76 鈴木 純一
「サンバが町にやってきた」

No.77 鈴木 純一
「二人の花道」

No.78 戸塚 信之一
「１４歳」

No.79 戸塚 信之一
「孫とイタリアン」

No.80 石川 勝久
「お祓い」

No.81 石川 勝久
「地鎮祭」

No.82 石川 勝久
「祭りを楽しむ」

No.83 鈴木 栄
「雅やか」

No.84 鈴木 栄
「記念撮影」



No.85 鈴木 栄
「佳き日」

No.86 島田 喜美子
「３人で」

No.87 島田 喜美子
「祭りの日」

No.88 島田 喜久夫
「まつりの日のかんちゃん」

No.89 島田 喜久夫
「万灯まつりの日に」

No.90 島田 喜久夫
「祭りの夜」

No.93 関 大輔
「初ランドセル！イケてるでしょ♪」

No.94 菅野 竜也
「七五三」

No.95 菅野 竜也
「1歳のお祝い」

No.92 鹿山 くみ子
「門出の日（家族）」

No.91 鹿山 くみ子
「門出の日（三兄妹）」

No.96 半田 貴之
「祈願」


