
第20回 甲信越写真サロン 入賞者
　　審査：写真家・全日本写真連盟関東本部委員  大西みつぐ 先生

（審査：2022.2.28　朝日新聞東京本社）

賞　　名 題　　名 氏　　名 住　　所 受付県 賞　　名 題　　名 氏　　名 住　　　所 受付県
朝日大賞 不  安 小林  公一 新潟県柏崎市 新潟 16 入　選 幽玄の舞 永嶋   肇 新潟県新潟市 新潟
朝日新聞社賞 春うらら 土田   豊 新潟県新潟市 新潟 17 入　選 輝きの中で 蕪木 佳子 新潟県十日町市 新潟
全日本写真連盟賞 母９４歳 髙橋 ジュン 新潟県新潟市 新潟 18 入　選 おいしそう 小柳 裕子 新潟県加茂市 新潟

1 優秀賞 にらめっこ 一橋  和真 山梨県韮崎市 山梨 19 入　選 稲の虫送り 浅見 良夫 新潟県五泉市 新潟
2 優秀賞 幻　想 島根 八重子 長野県長野市 長野 20 入　選 あかね色に染まる 長谷川 恵美 新潟県新潟市 新潟
1 特　選 暗闇の飛翔 中村 尚志 新潟県長岡市 新潟 21 入　選 夕焼け 山川  好 新潟県阿賀野市 新潟
2 特　選 家　路 岡村 國次 新潟県長岡市 新潟 22 入　選 とどいたよ 渋木 高志 新潟県三条市 新潟
3 特　選 ルージュ 太田 裕一 新潟県新発田市 新潟 23 入　選 ワイパー 一拭き 高橋 庄英 新潟県阿賀野市 新潟
4 特　選 いこいのひととき 向山 凱彦 山梨県甲州市 山梨 24 入　選 風薫る 渡辺 清一 新潟県長岡市 新潟
5 特　選 朝の準備 音喜多 信也 長野県北佐久郡 長野 25 入　選 清楚に! 長野 洋三 新潟県三条市 新潟
1 準特選 幻の成人式 林　春男 長野県安曇野市 長野 26 入　選 力を一つに 広川 信俊 新潟県長岡市 新潟
2 準特選 温泉釜 大竹   博 神奈川県横浜市 長野 27 入　選 お家でキャンプ 梨本 清一 新潟県三条市 新潟
3 準特選 道くさ 新井 勝義 新潟県加茂市 新潟 28 入　選 もうすぐお姉ちゃん野島 涼太 新潟県三条市 新潟
4 準特選 豊作です 坂田 辰榮 新潟県柏崎市 新潟 29 入　選 初夢はなあに 佐藤 研二 新潟県魚沼市 新潟
5 準特選 晩　酌 西村 美枝 長野県長野市 長野 30 入　選 コロナを見た 山口 愛子 新潟県新発田市 新潟
6 準特選 親子で支える 山本 寿一 神奈川県横須賀市 新潟 31 入　選 身支度 野澤 和幸 新潟県胎内市 新潟
7 準特選 ＹＵＵくん 田中 弘子 新潟県長岡市 新潟 32 入　選 富士山に飛ぶ 岡本 洋三 東京都世田谷区 新潟
8 準特選 子の眼 長塚 進舞 山梨県甲斐市 山梨 33 入　選 二人のＶサイン 野尻 明張 新潟県長岡市 新潟
9 準特選 花美師 長谷川 真一 新潟県新潟市 新潟 34 入　選 秋　雪 米山 留美子 新潟県柏崎市 新潟

10 準特選 眼力（ヒメアカタテハ蝶） 山浦  一男 長野県佐久市 長野 35 入　選 守護神のいる門 中沢 賢治 神奈川県鎌倉市 新潟
1 入　選 北風と太陽 小林   勝 長野県下高井郡 長野 36 入　選 波　動 五十嵐 柾章 新潟県新潟市 新潟
2 入　選 黎　明 朝井 美紀子 長野県長野市 長野 37 入　選 風雪を往く 若杉  元 新潟県新潟市 新潟
3 入　選 夏の想い出 橋本 和嗣 長野県長野市 長野 38 入　選 佳　日 外石 富男 新潟県加茂市 新潟
4 入　選 水精の踊子 平林 光行 長野県安曇野市 長野 39 入　選 ７５歳の秋 小島 寛明 新潟県長岡市 新潟
5 入　選 秋　舞 保口 孝夫 愛知県豊田市 長野 40 入　選 昼下がり 田村 真由美 埼玉県春日部市 山梨
6 入　選 馬に揺られて 後藤 龍雄 愛知県名古屋市 長野 41 入　選 紅白咲き競う 皆川　明 山梨県韮崎市 山梨
7 入　選 雪のお出かけ 吉田 行男 長野県長野市 長野 42 入　選 下駄神輿 松村 央男 山梨県中央市 山梨
8 入　選 大和尚 青山 益登 長野県長野市 長野 43 入　選 愛する幼児と共に 小島 爲玖生 神奈川県横浜市 山梨
9 入　選 晴れて一年生 北村 民治 長野県佐久市 長野 44 入　選 ノスタルジー 兵後 敏博 山梨県北杜市 山梨

10 入　選 散る春 市川 幸徳 長野県佐久市 長野 45 入　選 祝いの記念撮影 望月 貴光 山梨県北杜市 山梨
11 入　選 少　女 小林   理 長野県佐久市 長野 46 入　選 冬 遠藤 欣也 山梨県中央市 山梨
12 入　選 僕って害虫に見える？ 袖山　哲 長野県松本市 長野 47 入　選 蹄鉄を打つ 長田　力 山梨県韮崎市 山梨
13 入　選 雨の境内 神戸 幸人 長野県長野市 長野 48 入　選 雲に乗りたい 角田 東洋男 山梨県笛吹市 山梨
14 入　選 横　顔 土屋 芳孝 長野県北佐久郡 長野 49 入　選 ダイブ 頴原　学 山梨県甲州市 山梨
15 入　選 寒風に耐える 大野   忠 新潟県新潟市 新潟 50 入　選 富士礼拝 中嶋　淳 山梨県南アルプス市 山梨

主催：全日本写真連盟甲信越ブロック・朝日新聞社
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