
第１回 気合を入れて 金子　久隆 第２回 染まるシーサイドタウン 髙根　昭八 第３回 渚のステファニー 福田　雅博
第１回 迫力」の一瞬 金子　久隆 第２回 騎射 長谷川　康夫 第３回 クリスタル 仁村　綾子
第１回 伝統神事　祇園舟 小林　茂行 第２回 八景島夕照 川口　忠男 第３回 目覚めの刻 鈴木　かおり
第１回 双耳峰の朝 阿部　真一郎 第２回 水面の銀河 竹渕　和子 第３回 夏の終わりに 鈴木　晃格
第１回 飲んだよー 荒島　謙一 第２回 泣き相撲の前に 竹渕　和子 第３回 身代わり祗園舟会場へ 本杉　仁
第１回 電車道 高井　準一郎 第２回 シャボン玉 三崎　陽久 第３回 追憶のまなざし 内田　賢智
第１回 朝日に染まる平潟湾 米尾　暢人 第２回 競り合う 鳥井　幹之 第３回 対　話 中島　幹夫
第１回 浄土への橋 関口　元正 第２回 幕内土俵入り 飯塚　信之 第３回 ＥＸＩＬＥのように 横山　美智男
第１回 銀杏おばあちゃん 原　一義 第２回 野焼き 山口　清 第３回 ハナ合わせ 横山　美智男
第１回 一踊入魂 剱持　敏昭 第２回 都会の鎮守 長倉　行雄 第３回 野口英世細菌検査室へ 三輪　辰雄
第１回 夕　照 剱持　敏昭 第２回 特　訓 長倉　行雄 第３回 五線譜 神野　愛子
第１回 夕映え 髙橋　重範 第２回 瀬戸万燈の夕べ 西田　敏夫 第３回 夕　汐 島崎　恒樹
第１回 異形カンバス 髙橋　重範 第２回 アクシデント 西田　敏夫 第３回 夜店 島崎　恒樹
第１回 時の流れ 小林　加代子 第２回 湯煙 梨本　功 第３回 色とりどり 冨永　豊子
第１回 水鏡 塩川　幸久 第２回 春の華 梨本　洋子 第３回 称名寺仁王門（横） 松尾　嘉孝
第１回 朝霧湧く 寺井　康雅 第２回 踊る女狐 岩橋　富夫 第３回 鎌倉バイオレット 多屋　勝雄
第１回 炎　上 井上　幸三 第２回 暖簾 机　英治 第３回 琥珀のグラス 新井　正彬
第１回 夕日に叫ぶ 宮下　要次 第２回 相棒 机　英治 第３回 達磨の道標 唐澤　一浩
第１回 厳冬のけあらし 内村　雅則 第２回 レトロモダン 安藤　那智子 第３回 光の庭 石塚　真弓
第１回 都会の彩り 山本　光美 第２回 フォルム 安藤　那智子 第３回 光の四重奏 吉水　稔
第１回 桜満開！称名寺 木村　篤史 第２回 躍動 根本　紀男 第３回 うまそー！ よねだ　のぶゆき
第１回 雨上がりの赤レンガ倉庫 木村　篤史 第２回 早春の歓び 飯島　和美 第３回 妖艶 富田　卓雄
第１回 わっしょい 崎原　俊夫 第２回 波の音に包まれて 木暮　雅一 第３回 メジロ 阿部　洋一
第１回 多彩な願い 崎原　俊夫 第２回 錦秋の彩り 五老　輝彦 第３回 シーサイドライン 阿部　洋一
第１回 ゴマちゃん 菊池　康利 第２回 古刹の装い 小島　爲玖生 第３回 祈り 中川　博氏
第１回 いただきます 新井　唯光 第２回 早過ぎた秋雪 小島　爲玖生 第３回 ロボットと銀ブラ 近藤　智紀
第１回 早秋の赤レンガ倉庫 新井　志津江 第２回 孫たちのクリスマス 林　元一 第３回 初雪煙る参道 荒引　敏夫
第１回 爽秋の港 綱島　基之 第２回 清明（縦のほうです） 寺田　義博 第３回 か～つ（喝） 酒井　圭
第１回 出　発 菊池　創太 第２回 海亀の恋 立花　幸子 第３回 レイディアントの夜明け 久保田　協子
第１回 港の朝 菊池　秀樹 第２回 青サギの夕餉 立花　幸子 第３回 民護火渡 高橋　英明
第１回 夏の冒険 二見　清 第２回 早乙女（１） 原田　幸子 第３回 てごわい 原田　涼子
第１回 浮き沈みの世 大久保　卓 第２回 夕暮れ時 渡邊　孝恭 第３回 熱弁 原田　涼子
第１回 帰り道 大竹　博 第２回 宇宙遊泳 志田　弘 第３回 曙光山を照らす 羽根　亮一
第１回 楽しい自撮り 大竹　博 第２回 雪どけの頃 竹ノ内　多恵子 第３回 天空の城 山田　照彦
第１回 スカイツリー 伊藤　幸 第２回 おみこし集合 竹ノ内　多恵子 第３回 挑戦 牛防　芳忠
第１回 俄　雨 岩崎　泰治 第２回 ２０１７初日の出 遅野井　祐子 第３回 ５４年ぶりのコラボ 酒井　宣子
第１回 親子の絆 岩崎　佐代子 第２回 海の恵みを 井手　信子 第３回 只今　特訓中 田久保　正人
第１回 出発進行！ 久保田　直宏 第２回 旅立ちの前 井手　信子 第３回 いざ出立 横山　敬司
第１回 供　養 鈴木　充子 第２回 天空の大輪 久米　規夫 第３回 朝市場 横山　敬司
第１回 日本晴れ 朝香　忠男 第２回 瀬戸あかり 松井　清 第３回 厳 田宮　初重
第１回 余　韻 鈴木　修吉朗 第２回 初夏の阿字ヶ池 鈴鹿　栄三郎 第３回 春光 柳生　知昭
第１回 ひとり占め 北原　實 第２回 アーバン　タイム 鎌田　洋子 第３回 若武者デビュー 本田　恒久
第１回 季節の間 北原　實 第２回 港の形 清家　綾音 第３回 ジャンプ 宮島　よし子
第１回 さあ出番 宮沢　智美 第２回 影のバスケ 青山　創太郎 第３回 かんざし 安野　登
第１回 八景島沖の満月 宮沢　智美 第２回 境内にて 齋藤　洋佑 第３回 ハイタッチ 谷口　佳世子
第１回 勉強しろよ 前島　文子 第２回 イルカ使い 井出村　実希 第３回 疾走 國定　淳子
第１回 心を一つに 岩佐　正三 第２回 冬の日 日向　春咲 第３回 潮風を掴んで 小田島　隆
第１回 春下りる 平田　美子 第２回 何かいるかな？ 日向　春咲 第３回 ブランコだーいすき！ 星野　洋子
第１回 季節外れ 榎本　哲夫 第２回 日だまりにて 池田　玲
第１回 花を愛でる 野沢　宏孝 第２回 朝の光 永山　正子


