
12 路地裏道遙-変わりゆく街並み 宮城晢子 那覇市

13 躍動 屋富祖良敬 那覇市

14 黄金色に染まる 屋富祖良敬 那覇市

16 街角の研ぎ師 富村盛信 那覇市

18 お花見 名城克哉 宜野湾市

19 波紋 照屋明 那覇市

20 レッドカーペット 髙江洲利恵子 那覇市

21 豊作を願って 栃澤　滿郎 那覇市

22 光の小道 栃澤　滿郎 那覇市

26 下町界隈 桃原　秀子 那覇市

27 ナイスキック 桃原　秀子 那覇市

33 至福のとき 長濱　大 豊見城市

37 ひとりぼっち 神田　守 那覇市

40 星に願いを 具志　明 八重瀬町

48 カミンチュ 新垣　允啓 豊見城市

49 雨にぬれても 新垣　允啓 豊見城市

53 力走 永味　節子 中城村

54 終焉 永味　節子 中城村

57 視線 永山　直樹 沖縄市

64 The aftar moon of one day 新田　みゆき 名護市

65 雨の夜つつじ 正木　虎夫 宜野湾市

74 森の住人 新垣良子 那覇市

77 男の時間 玉城　健次郎 浦添市 沖縄県知事賞

80 夏のいちにち 安田幸子 那覇市

81 螢の旅 安田幸子 那覇市

83 道ズネー 牧志盛吉 与那原町

84 三線工房 牧志盛吉 与那原町
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85 雨あがりの路地 本庄正人 那覇市

94 オブジェ豆腐島 宮城　米子 中城村

103 こころを織る 与那城　純子 那覇市

104 朱の回廊 山城まゆみ 宜野湾市

107 小さな冒険 安里涼子 那覇市

109 癒しの海 川満昭男 西原町

110 佇む 中村洋子 那覇市

111 カーニヴァル 浦崎民雄 浦添市

113 六角堂からの眺め 楚南冨美子 那覇市

115 クレーター 金城文子 南城市

120 氣持ちいい 高田和泰 那覇市

127 優美 比嘉佐智子 浦添市

128 青空への階段 比嘉佐智子 浦添市

133 島の情景 我喜屋功 那覇市

134 笑まひⅡ 我喜屋功 那覇市

135 招かざるモノ 瀬底　眞守 南城市

141 流氷の狩人 砂川　悦子 豊見城市

142 ほうずきの煌めき 砂川　悦子 豊見城市 奨励賞

144 絣のにあう女 大城　勝子 糸満市

146 利尻島のおばあさん 安田　正昭 那覇市

148 路上の子どもたち 安田　正昭 那覇市

149 世代交代 祖慶　良勇 那覇市

157 三者三様のしぐさ 松岡　洋市 西原町

159 にらめっこ 松岡　洋市 西原町

160 給餌 城間　由美子 八重瀬町

161 ナイス　デイ！ 友寄　啓子 那覇市

163 祭りの楽しみ 平良　克之 那覇市

168 夢中 添石　艶子 与那原町

169 イマジネーション 儀間　生子 那覇市

171 梅雨入り 儀間　生子 那覇市



174 五月の雨 本間　京子 糸満市

179 彩海 真栄城浩 北谷町

181 真剣勝負 平良健 那覇市

185 みつめる 又吉英男 浦添市

186 乗車 又吉英男 浦添市

188 凛として 喜友名トミ子 宜野湾市

192 時の顔 大川盛安 宜野湾市

193 伝統文化の継承 島袋進 浦添市

195 ナーダム・出番前 島袋進 浦添市

196 至福の刻 島袋陽子 浦添市

200 メークローン鉄道市場 島袋　直美 浦添市

201 降臨 島袋　直美 浦添市

204 夕景 上原　恵子 那覇市

206 故郷 天久　昌子 浦添市

207 姉弟 天久　昌子 浦添市 新人賞

211 時間を超えて 花城　雅孝 那覇市

212 もうひと仕事 花城　雅孝 那覇市

215 ちびっこ戦士 長堂　哲 読谷村

221 ウル石垣のある島 大城　敏雄 与那原町 沖縄県文化振興会理事長賞

222 漁港の朝 森江　直子 与那原町

225 異次元の生き物 山田　恵美子 うるま市

226 罠 山田　恵美子 うるま市

227 島のくらし 宮良　正子 うるま市

229 うすづく頃 大城　慶子 豊見城市

236 kingfisher 中村　秀雄 糸満市

238 残郷－Ⅱ 宮城　良信 西原町

241 一声合笑 喜屋武　敬子 豊見城市 奨励賞

252 ブル－ファンタジ- 具志堅　興清 名護市

267 ひと休み しんさとえいじ 宜野湾市

269 赤提灯の誘惑 親富祖勝枝 浦添市



273 クㇷァディサの葉陰から 嶺井エリ 南城市

275 あっぱれ 嶺井エリ 南城市

277 After the rain 名嘉　元希 豊見城市 奨励賞

280 こどもの日 富永由香 糸満市

282 御願 宮城光代 沖縄市

284 ウークイ 宮義洋史 沖縄市

285 働く男 宮義洋史 沖縄市

289 夜行性 具志堅　一彦 宜野湾市

294 水芸 副田　保子 那覇市

296 指定席 みやら　文 那覇市

303 ゆく道かえり道 新川美代子 西原町

304 私はここよ 天久ゆういち 宜野湾市

305 明日に向かうヒルギ 天久ゆういち 宜野湾市

311 鼠がえし 豊平峰雲 那覇市

312 婚礼の宴(ネパール山岳地方） 原国　正裕 豊見城市

316 炎の男 仲道　幸子 うるま市

318 小さなエンジェル 島田　美佐子 うるま市

322 寄り添う 宮城　悦子 豊見城市


