
第5回フォトコンテスト 受賞者（2018/11/22）

賞 タイトル ⽒名
最優秀賞 ⺟ちゃん はなしてよ〜 三宅 聡⾄
館⻑賞 まんまる 村⼭ ⿇⾐
優秀賞 スーパージャンプ︕ 松井 ⼤典
優秀賞 威嚇 ⼩澤 薫
優秀賞 おねえさんが⼤好き 武⽥ 進
優秀賞 居眠り中 髙橋 幸次
特選 「チョウチョウマン参上︕」 佐藤 光
特選 ぼくは、強いぞ〜︕ 倉島 翔⼀
特選 ⽻⾐の舞 （はごろものまい） 冨⽥ 学
特選 これもマリンピア⽇本海︕ ⽊原 奏
特選 ⾷後のひとやすみ 鈴⽊ 美沙
特選 お留守番 ⼩澤 秀明
特選 ⼦どもに⼈気の⿂ 武⽥ 進
特選 にょろ〜んとお届け 三宅 聡⾄
特選 ⽔中の楽園 宗村 栄作
⼊選 ⼤きなお⼝︕ 本間 亜胡
⼊選 「あふれる笑顔」 佐藤 光
⼊選 親⼦⽔泳教室 ⾼野 ⾔⾳
⼊選 ⾷べたいくらい愛してる 関⼝ 範夫
⼊選 イルカに夢中 阿部 元太郎
⼊選 さかなの輪郭 ⾼橋 佳世⼦
⼊選 迫⼒満点︕ 松井 ⼤典
⼊選 ペンギン海岸での暮らしぶり ⼩原 奈々
⼊選 視線を感じるその先には‥ 樋⼝ 絵梨花
⼊選 『Super modelミサキ︕』 安孫⼦ 優
⼊選 ⽕星⼈をみつけました ⼩栗 悠⽣
⼊選 イルカさん、はじめまして。 島倉 ひとみ
⼊選 かえるじゃないよ 加賀⾕ 葉⼦
⼊選 初めまして、こんにちは。 斎藤 ⾥⾹
⼊選 にらめっこ 北上 祥⼦



⼊選 マリンピアの帝王 武⽥ 進
⼊選 おててつないで ⼩林 仁
⼊選 お⾒事 ⼭本 啓三
⼊賞 華 くわのえり
⼊賞 初デート︕ 樋⼝ 弘宜
⼊賞 よんだよね︖ ⾼野 ⾔⾳
⼊賞 ⻩⾦の海を泳ぐ 菊池 亜季
⼊賞 できるかな ⽔澤 仁樹
⼊賞 きみも、えさもってるの︖ 平野 章
⼊賞 こんにちは 関⼝ 直美
⼊賞 のぞき⾒ 関⼝ 範夫
⼊賞 海⽉の宇宙遊泳 松⽥ 隆幸
⼊賞 アカムツさん全員集合︕ 松⽥ 隆幸
⼊賞 ⺟と⼦ 平川 幸
⼊賞 掃除中は退屈 ⼩⽥ 茂樹
⼊賞 くらげヴェール ⾼橋 佳世⼦
⼊賞 ⻭っ、⻭っ、⻭っー︕ ⾼橋 佳世⼦
⼊賞 ポリポリ… ⾼橋 佳世⼦
⼊賞 寒空に遠吠え「がおー︕」 ⽊原 奏
⼊賞 Mysterious 松井 ⼤典
⼊賞 息ぴたり︕ 松井 ⼤典
⼊賞 おいらの出番かな︕ 菅井 ⼤
⼊賞 『Cool♡』 安孫⼦ 優
⼊賞 ⼩宇宙 ⼩栗 悠⽣
⼊賞 ドヤっ︕ 佐藤 敦⼦
⼊賞 螺旋（らせん） ⽯川 栄太郎
⼊賞 新しい世界 稲泉 あかね
⼊賞 光の中で 北上 祥⼦
⼊賞 お前がどけよ。 中⻄ 哲⽣
⼊賞 最近どう︖ ⼩澤 薫
⼊賞 優雅 ⼩澤 秀明
⼊賞 まだゴマちゃんと呼んでいた頃の ヨイチ 武⽥ 進
⼊賞 ドルフィンジャンプ 三宅 聡⾄



⼊賞 「ムツこい」 野⼝ ⼀樹
⼊賞 ずっと仲良し ⽥宮 良⼦
⼊賞 ヤマメのみなさん 沼倉 康治
⼊賞 ここにいるよ 髙橋 幸次
⼊賞 ひょっこり 佐藤 彩
⼊賞 興味津津 ⼩林 仁
佳作 かめじゃない︖ くわのえり
佳作 しゃくれ顎じゃないよ︕ 南雲 賢治
佳作 ⾬の中ありがとう 近藤 ともこ
佳作 2匹揃ってなに⾒てるのかな︖︖ 本間 亜胡
佳作 わぁ︕おっきいねー︕︕ 佐藤 雪美
佳作 可愛すぎるアシカ 村⽥ ⽣美
佳作 ぼく泳ぐ︕ 村⽥ ⽣美
佳作 よんだ︖ ⾼野 ⾔⾳
佳作 「なんかいたよ。」 ⽔澤 祐⼦
佳作 おもいおもいの過ごし⽅ ⽔澤 優仁
佳作 これが欲しかったの 平野 章
佳作 ⻭磨きできるよ 岡村 いつか
佳作 ちっちゃい⽬だけど、 全てお⾒通しさ。 ⼩林 類⼦
佳作 泳ぎ疲れ 梅津 愛
佳作 太陽までとどけ 平川 洋
佳作 夫婦⽔⼊らず 鈴⽊ 真知⼦
佳作 ⼀番⾼く⾶んでるでしょ︖ 鈴⽊ 真知⼦
佳作 視線集中 関⼝ 範夫
佳作 イルカがくる︕︕︕ 内⽥ 直樹
佳作 チンアナゴとにらめっこ 内⽥ こずえ
佳作 ⽔しぶきに舞うイルカ 松⽥ 隆幸
佳作 泳ぎの特訓 平川 幸
佳作 触りたい・・・ ⼩⽥ 茂樹
佳作 揃ってJUMP︕ 本⽥ 恭之
佳作 マリンピアのどこでしょう︕ ⽊原 奏
佳作 姉妹でくぎづけ 松井 ⼤典
佳作 巣⽳覗いていいですか︖ ⼩原 奈々



佳作 あと少し︕︕ ⼩原 奈々
佳作 海の象さん ⽵中 擁正
佳作 ♪〜(´ε｀ ) ⽵中 静愛
佳作 誘惑 ⾒⽥ 友紀
佳作 ペンギン。重い︕ 渡辺 隆史
佳作 お姉さん、どうぞ︕ 斎藤 優
佳作 はじめまして︕ 菅井 ⼤
佳作 『きなこ』 安孫⼦ 優
佳作 『Beautiful dolphin』 安孫⼦ 優
佳作 ハイポーズ 椛⽥ 光夫
佳作 エイのおくち 加藤 善輝
佳作 ⿎動 福⽥ もえ
佳作 ⻩昏（たそがれ） ⽯川 栄太郎
佳作 幼さが残る頃 鈴⽊ 美沙
佳作 最後の⼀⼝ 稲泉 あかね
佳作 のびのびストレッチ ⽯澤 菜緒
佳作 うわぁ・・・。 榎本 修平
佳作 ⽔中の楽園 ⻑沼 希裕
佳作 おおきさくらべ ⼩林 希実
佳作 好奇⼼の⼊り⼝ 北上 祥⼦
佳作 ⾒てばっかりいないで 早くマッサージしてよ。 中⻄ 哲⽣
佳作 室内の迫⼒ 傘⾕ 純⼦
佳作 おっきな⿂にくぎづけ 傘⾕ 博明
佳作 空中浮遊 斎藤 昴
佳作 呼んだ︖ ⼩澤 秀明
佳作 トドの威嚇 杵鞭 範雄
佳作 仲良しカップル 杵鞭 範雄
佳作 マーメイド発⾒ 剣持 志津栄
佳作 曲線美 横⽥ 祐⼦
佳作 蛸 村⼭ 昌規
佳作 怒っているけどかわいい 船⼭ はな
佳作 ツッコミ 船⼭ 琥太朗
佳作 ほら⾒て︕ このおさかなさん ちっちゃいね︕ 鈴⽊ 幸恵



佳作 ラッコのクータンと氷 佐野 まさみ
佳作 くらやみの⿂ 堀⽥ 柾幸
佳作 みんな⼤好き ズワイガニ ⽥辺 和弘
佳作 ボク、ビーバーだよ 松井 友美
佳作 タツのおとしご君 デビュー ⻄森 赫⼦
佳作 ⼈気者︖ 丹⽻ 隆⼀
佳作 え︖ 呼んだ︖ 堀松 実莉
佳作 伏せくらいできるよ ⼭崎 華澄
佳作 幸せだなー。 村井 ⼀恵
佳作 カラフル 藤塚 克枝
佳作 ⼤好き マリンピア ⼩林 仁
佳作 僕と⼀緒に泳がない︖ 武島 彩⾹
佳作 わあ〜奇麗 ⼭本 啓三
佳作 ⽩⽷の舞 菊池 久雄
佳作 パパより ずっと⼤きいね︕︕ ⼩⽇向 ⼀枝


