
賞　名 画　　　題 氏　　名 所在地 賞　名 画　　　題 氏　　名 所在地
朝日大賞 1 中に興味 馬島 久男 長野市 　入　選 36 晴間をぬって・・ 富所 上 南魚沼市
朝日新聞社賞 2 水底の空 中沢 賢治 鎌倉市 　入　選 37 虫送り 松沢 淳一 五泉市
全日本写真連盟賞 3 身仕度 吉田 照人 長野市 　入　選 38 雲映す海 辻本 武子 新潟市
優秀賞 4 自然界1年生 鷲澤 悟 新潟市 　入　選 39 夏の終り 鈴木 かおり 横浜市
優秀賞 5 虫送り 浅見 良夫 五泉市 　入　選 40 母ちゃんとお田植え 小林 理 佐久市
特　選 6 ハングル船漂着 平澤 正光 長岡市 　入　選 41 廃線の散歩道 島根 八重子 長野市
特　選 7 話のはずむ時 山後 一子 長岡市 　入　選 42 春の足音 小林 勝 木島平村
特　選 8 雷雲せまる 弥田 正蔵 三条市 　入　選 43 夕まずめ 小菅 紘宇 松戸市
特　選 9 提灯行列 小島 寛明 長岡市 　入　選 44 伝統の雪さらし 畠山 正樹 新潟市
特　選 10 16歳　冬 岡村 国次 長岡市 　入　選 45 清津峡 山浦 一男 佐久市
準特選 11 冬籠もり 樋口 紘一郎 新潟市 　入　選 46 未来へ 小林 稔 松本市
準特選 12 牛と僕 外石 富男 加茂市 　入　選 47 結ぶ 工藤 義一 佐久市
準特選 13 碧色爆波 宮嶋 立美 新潟市 　入　選 48 気持ち好いい 五十嵐 柾章 新潟市
準特選 14 西壁寸光 輿水 忠比古 北杜市 　入　選 49 草競馬 古川 恵一 松本市
準特選 15 氷上の舞 沢登 圭造 南アルプス市 　入　選 50 早春 石田 誠善 新潟市
準特選 16 古希の仲間達 中村 重敏 長岡市 　入　選 51 太陽のいたづら 関口 麗子 十日町市
準特選 17 好奇心 須田 孝子 柏崎市 　入　選 52 えがおの出迎え 小澤 己江子 甲斐市
準特選 18 狐の夜まつり 根津 順治 十日町市 　入　選 53 雪国風情 小林 幸喜 名古屋市
準特選 19 闘牛 須田 幸栄 新潟市 　入　選 54 薫風に揺れる 森田 剛弘 松本市
準特選 20 夢心地 岡田 徳治 藤沢市 　入　選 55 清流を遡る 頴原 学 甲州市
入　選 21 ふるさとの清流 松尾 とみ子 五泉市 　入　選 56 野鳥の森氷の浪裏 吉田 進 南アルプス市
入　選 22 樹氷 加藤 一郎 小田原市 　入　選 57 泣く子泣かぬ子 小林 七重 新潟市
入　選 23 夏山謳歌 野島 俊介 三条市 　入　選 58 時の流れ 杉野 秀一 新潟市
入　選 24 野焼き 高橋 幸一 五泉市 　入　選 59 捕獲 矢口 雅彦 安曇野市
入　選 25 翼にかえて 野澤 和幸 胎内市 　入　選 60 干し柿の里 阿部 督 新潟市
入　選 26 深まる秋 黒沢 豊子 小海町 　入　選 61 湯切り-この後ずぶぬれ 原　茂樹 豊丘村
入　選 27 夜の停止場 青山 益登 長野市 　入　選 62 わっ！ 江尻 弘 長野市
入　選 28 春の兆し 佐藤 権 長岡市 　入　選 63 少女 神戸 幸人 長野市
入　選 29 猛暑日の戦い 大野 正 新潟市 　入　選 64 みつめる 吉井 健夫 五泉市
入　選 30 タライ舟漁 若杉 元 新潟市 　入　選 65 氷旬 中條 誠 十日町市
入　選 31 海は荒海 渡辺 清一 長岡市 　入　選 66 キャー！ 齋藤 都 湯沢町
入　選 32 姫川源泉 梨本 清一 三条市 　入　選 67 月夜のダム湖 小坂 幸平 十日町市
入　選 33 錫杖の少女 松浦 昭宏 島田市 　入　選 68 黎明 圡田 義則 長岡市
入　選 34 見守り隊 外山 満 弥彦村 　入　選 69 影 田中 弘子 長岡市
入　選 35 焼けたよ～ 野本 伸一 佐久市 　入　選 70 優雅に 長田 力 韮崎市
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＜　「第17回甲信越写真サロン｣  写真コンテスト入賞者名簿　＞

　　　　審査員：写真家・全日本写真連盟関東本部委員　小林紀晴 先生

　　協賛：（株）ニコンイメージングジャパン・エプソン販売（株）

　　　　　　ベルボン（株）・サンディスク（株）　　　　　　

　　　　主　催：全日本写真連盟 甲信越ブロック（山梨・長野・新潟）・朝日新聞社


