
第6回マリンピア日本海フォトコンテスト受賞作品一覧　　　　　
敬称略

賞 タイトル 名前
最優秀賞 ミミイのお目覚め 加賀谷　葉子
館長賞 好きすぎてンゴッ 加賀谷　知輝
優秀賞 眼光ピカリッ！ 山田　皐月
優秀賞 白と影 佐藤　光
優秀賞 Sunset with dolphin 安孫子　優
特選 わくわくマリンサファリ　〜小さな海獣〜 堀 徳広
特選 It's Showtime!! 本間 亜胡
特選 眠れる水族館の美女 加賀谷　葉子
特選 ありがとう。またどこかで。 安孫子　優
特選 カッコよく撮ってね！ 福田　泰久
入選 鏡 村山　昌規
入選 ♪涙の跡は拭わないわ〜私はひとり冬の日本海ぃ♪ 山本　由紀子
入選 ゼリーフィッシュのクリスマス 加賀谷　葉子
入選 タコダンス 加賀谷　葉子
入選 じーっ・・・ 加藤　健児
入選 見つかった！ 小澤　秀明
入選 秘密の内側 小澤　秀明
入選 ひとやすみ 平川　幸
入選 はじめまして。 安孫子　優
入選 一緒に跳ぼう 小林　希実
入選 美sea(うつくしい) 大野　裕太
入選 愛くるしい瞳がひカル 竹本　朗
入選 かくれんぼは得意なんだ！ 武田　町子
入選 あーん(^^) 福田　泰久
入選 がんばれニッポン 剣持　志津栄
入賞 してやったり 猪瀬　浩太
入賞 初夏のひとやすみ 藤塚　克枝
入賞 まだヘソの緒がとれない頃のミミイ 武田　進
入賞 夢見る海豹 村山　昌規
入賞 わたしはだれでしょう？ 水澤　仁樹
入賞 おちょぼぐち 横田　祐子
入賞 背えくらべ 金子　世津子
入賞 えー！！！ 渡邊　豊
入賞 なぜ、あいこ？（笑） 内田　こずえ
入賞 間違え探し 内田　澄海
入賞 母と仔 2019 堀 徳広
入賞 トド 椛田　光夫
入賞 五羽そろって、もうねむ隊！ 山田　皐月
入賞 三連休後のリラックスタイム 桑野　えり
入賞 おはよー。 喜多　まなみ
入賞 一緒に「あーん！」 高橋　佳世子
入賞 ひょっこり 小澤　薫
入賞 瞳を閉じて 小澤　薫
入賞 立派なお家 小澤　薫
入賞 大笑い 宗村　栄作
入賞 えび姿 山本　啓三
入賞 空も泳げるよ！ 遠藤　夏美
入賞 KISS　YOU 田辺　和弘
入賞 僕、ヨイチ。 安孫子　優
入賞 水玉 加藤　善輝
入賞 お水の中気持ちいいな 加賀谷　隆修
入賞 あら、こんにちは！ 菅井　大
入賞 うとうと 村山　麻衣
入賞 眼！ 福田　泰久
入賞 かまってよ～ 北上　夏陽子
入賞 うとうと 北上　夏陽子



入賞 俺も笑わない男 剣持　志津栄
入賞 食事前の一吠え 石栗　政人
入賞 ヨチヨチヨイチ 渡辺　恭子
佳作 すやぁ～ 五十嵐　開人
佳作 良い湯だなぁー 山崎　亘
佳作 お互いに興味津々 横木　悟史
佳作 飛翔 菊池　久雄
佳作 ひょうきん者 杵鞭　範雄
佳作 家族写真 堀川　淳子
佳作 夢中 小林　仁
佳作 母ちゃんもっとはやく！ 三宅　聡至
佳作 大きく、魅せる 山崎　華澄
佳作 口の中の健康チェック 島田　俊男
佳作 登場　～丸窓～ 石山　裕幸
佳作 もうちょっと、ちょーだい！ 斉藤　眞貴子
佳作 私、ミミイです。みなさんよろしく！ 田邊　恵子
佳作 うわめづかい 石月　孝幸
佳作 働くビーバー 野口　一樹
佳作 癒しの空間 武田　進
佳作 フンボの雄叫び 村山　昌規
佳作 すみっこが好きだよ 水澤　仁樹
佳作 顔の観察 水澤　祐子
佳作 特別展示　リュウグウノツカイ 水澤　優仁
佳作 後ろの正面だぁれ 猿田　基樹
佳作 クラゲの芸術 角田　卓哉
佳作 海の小宇宙 吉田　政孝
佳作 念願のツーショット★ 桐生　柚羽
佳作 キミは誰 桐生　怜奈
佳作 昼下がりの夢 月田　小夏
佳作 にらみ合い 原田　賢二
佳作 立ったまま、おやすみ～ 佐藤　恵里子
佳作 あの魚はなぁに？ 佐藤　桂子
佳作 宇宙遊泳 佐藤　明美
佳作 ねむーたん。 小林　洋介
佳作 海の山登り！？ 知野　瑞生
佳作 エイさまのお通りだ！ 中野　金吾
佳作 アイコンタクト 田中　真由子
佳作 黄色のアイラインがオシャレポイント！ 内田　直樹
佳作 イルカにも手があるよ 南雲　賢治
佳作 相棒 堀 徳広
佳作 子育てお疲れ様です。 本間 亜胡
佳作 水族館でダイビング！？ 鈴木　隆世
佳作 おはよう　ムニャムニャ 鈴木　亮司
佳作 このイカ、ぼくのです。 垰本　智代
佳作 こんにちは！ 川越　茉莉香
佳作 ぽやぽや笑顔～ 山田　皐月
佳作 「おいっ!　まだ泳ぎだすな。」 田村　勝弘
佳作 握手 鈴木　奈緒子
佳作 あっぷっぷ～ 吉田　幸子
佳作 えっ、かまれるの！？(腰引ける) 小日向　一枝
佳作 おかあさんといっしょ 岩田　真衣子
佳作 仲間 桑野　えり
佳作 アマモさんと一緒１ 園山　芳充
佳作 あはは♪ 加藤　美和
佳作 キミもこっちにおいでよ 佐藤　光
佳作 神秘的な生物 大野　忠
佳作 ミミィのあくび 加賀谷　葉子
佳作 恥ずかしい・・・ 鈴木　寛武
佳作 ちゅっ！ 高橋　佳世子



佳作 ★ 小澤　薫
佳作 見つめる 宗村　栄作
佳作 大きな背中 田辺　和弘
佳作 ねぇ、おばあちゃん、エイいたよ！ 小野塚　祐子
佳作 可愛く撮れてる？ 平川　幸
佳作 あーん！ 加藤　健児
佳作 おじさんみたいな顔 見田　日和
佳作 幸せの六ツ葉♡ 見田　友紀
佳作 丸 傘谷　純子
佳作 おおあくび 小林　希実
佳作 ひそひそ話 石田　圭祐
佳作 隠してみました。（隠れてました） 相馬　泰
佳作 なんだろう？ 村山　麻衣
佳作 いつも一緒だよ 佐野　照子
佳作 夢の中へ 竹本　朗
佳作 (^_−)−☆☆ 福田　泰久
佳作 なに見とんねん 鈴木　真知子
佳作 待ち時間 髙橋　幸次
佳作 ハイジャンプ！ 斎藤　優
佳作 つぶらな瞳 石栗　政人
佳作 あっかんべー 高木　彩乃
佳作 略奪愛 加藤　杏介
佳作 出陣 石澤　菜緒
佳作 子育てガンバッテ 寺尾　順
佳作 凛々しい 平川　洋
佳作 “あたし”たちもジャーンプ！ 田中　桂子


	191202

