
1
氷瀑
パステルカラーに誘れ

當山　清裕 浦添市

3 笑まひ 我喜屋　功 那覇市

4 カモメが飛んだ 我喜屋　功 那覇市

6 平和への祈り 喜友名　トミ子 宜野湾市

7 砂の造形美 喜友名　トミ子 宜野湾市

12 旅立ち～光の向うへ～ 親泊　宗秀 宮古島市

17 繋留 松川　初子 西原町

18 夕暮 松川　初子 西原町

25 残照 島袋　陽子 浦添市

27 水面の彩 島袋　陽子 浦添市

29 SL冬の北国を行く 島袋　進 浦添市

30 疾走 島袋　進 浦添市

35 昼下がり 大川　盛安 宜野湾市

36 ファンタジー 宮城　晢子 那覇市

39 チョンダラー 西平　守光 西原町

41 光景 大城　ミツ子 那覇市

44 かくれんぼ 山内　弘子 那覇市

46 生きる 山内　弘子 那覇市

47 昼下がり 花城　雅孝 那覇市

48 朽ちて 花城　雅孝 那覇市

50 渡り鳥 諸見里　安吉 沖縄市

55 かくれんぼⅠ 宇栄原　裕子 北谷町

64 夕涼み 牧志　盛吉 与那原町

66 がんじがらめ 大城　敏雄 与那原町

68 光の記憶 大城　敏雄 与那原町
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71 ボス 赤嶺　喜孝 那覇市

78 メッシュ 宮城　米子 中城村 奨励賞

80 キノボリトカゲの攻防 宮城　米子 中城村

81 渋滞？(考え中) 与儀　文夫 中城村

83 体験実習 我如古　弥助 南城市

95 森の怪物たち 幸喜　あかり 沖縄市

96 除雪中 幸喜　あかり 沖縄市

100 宇宙の神秘 山田　恵美子 うるま市

101 視線 山田　恵美子 うるま市

102 みるく世がやゆら 瀬底　眞守 南城市

104 大蛇の回遊 おおき　ゆうこう 南風原町

105 ママー、やめてーっ！！ おおき　ゆうこう 南風原町

107 燦燦 宮城　隆一 うるま市

116 明日へ向かって 安里　涼子 那覇市

124
まち屋がぁー四態
＜パリ、熊野、チュニジア、那覇＞

原国　政裕 豊見城市

126 ホシゴイには満月がよく似合う 知念　信雄 与那原町

127 荒波の日 知念　信雄 与那原町

128
桜大好き！
３才のフォトグラファー

比嘉　佐智子 浦添市

129 郷愁 比嘉　佐智子 浦添市

132 本能 平田　善信 豊見城市

133 微笑み 平田　善信 豊見城市

134 一本桜 真栄城　浩 北谷町

135 干草の香り 真栄城　浩 北谷町 優秀賞

142 光芒 又吉　全一 豊見城市

144 陽を喰らう 新城　直美 宜野湾市

146 夏日 新城　直美 宜野湾市

147 秋の気配 儀間　生子 那覇市
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148 路地裏光景 儀間　生子 那覇市

150 境内そして秋 奥間　百合子 北中城村

151 青の出潮 奥間　百合子 北中城村

159 自転車に乗る女の子 菅　力也 浦添市

160 ちょっと一服いかが？ 村田　勲 北谷町

161 男は愛嬌 村田　勲 北谷町

163 見得をきる 新垣　允啓 豊見城市

166 少女と蝶々（そっと接近して） 比嘉　朝男 那覇市

168 ドリーム（浜辺の出来事） 比嘉　朝男 那覇市

170 命綱 並里　和子 八重瀬町

171 慈愛 城間　由美子 八重瀬町 奨励賞

173 サバニのある風景 下地　良男 那覇市

176 晴れ姿 又吉　英男 浦添市

177 芽生える 又吉　英男 浦添市 県知事賞

178 朝陽を受けて 添石　艶子 与那原町

180 時を経て今なお・・・ 添石　艶子 与那原町

183 「橋」 金城　直也 宜野座村

184 FRANK GORDON 金城　直也 宜野座村 奨励賞

195 月光のソナタ 森江　直子 与那原町

196 ターンム畑のオブジェ 島袋　メリ子 宜野湾市

202 薄暮 みやら　文 那覇市

204 親子二代 みやら　文 那覇市

205 錆 比嘉　聡 北中城村

211 生命力 金城　光男 西原町

214 はじめまして 山里　邦子 那覇市

219 レッドタウン 富村　盛信 那覇市

222 ゆうさんでぃ 宮城　良信 西原町
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227 夏が来た 麓　隼人 那覇市

229 予感 今村　守 八重瀬町

230 バーキ作り 比嘉　操 沖縄市

233 雨の林道 比嘉　功助 沖縄市

236 シルエット物語 具志堅　一彦 宜野湾市

237 星空三昧 具志堅　一彦 宜野湾市

244 見上げてごらん 具志　明 八重瀬町

245 旧正月 具志　明 八重瀬町

249 宝さがし 與儀　幸孝 南城市

250 郡像2016 永味　節子 中城村

252 eros 永味　節子 中城村 新人賞

253 女達の祭祠 中山　尚子 南城市

256 愛しい君 福増　俊夫 南城市

257 未来へ 福増　俊夫 南城市

258 神籬 富永　由香 糸満市

266 おたまじゃくし 永山　直樹 沖縄市

268 至福の時 仲道　幸子 うるま市

274 水鏡-旅の途中 しんざと　えいじ 宜野湾市

275 感謝‐100歳の船出 しんざと　えいじ 宜野湾市

276 影 小出　由美 那覇市

277 コンコース 小出　由美 那覇市

280 秋彩々 仲程　梨枝子 那覇市

282 Man 天久　昌子 浦添市

284 ケミカルストリート 天久　昌子 浦添市

286 ほほえみ返し 宮城　光代 沖縄市

287 夏の記憶 宮城　光代 沖縄市

288 海 宮義　洋史 宜野湾市
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289 畑仕事 宮義　洋史 宜野湾市

291 風と波とサーファーと 砂川　悦子 豊見城市

292 やっかいな相手 砂川　悦子 豊見城市

294 ウンガミの女達 仲間　智常 浦添市

295 技能 崎濱　慶子 那覇市

300 実り 米須　末子 沖縄市

302 ｃｒｏｓｓ 島袋　亮 うるま市

303 夏帽子 豊島　貞夫 那覇市

304 オイラの仕事 長堂　哲 読谷村

305 神秘の世界 長堂　哲 読谷村

306 光彩 松本　達子 浦添市

312 月夜の妖精 親富祖　勝枝 浦添市

314 笑顔のために 新垣　桂一 那覇市

317 一休み 大城　勝子 糸満市

320 目覚め 比嘉　良雄 那覇市

321 光を浴びて 玉城　律子 宜野湾市


