
（全⽇本写真連盟甲信越ブロック）
賞 名 画 題 ⽒ 名 所在地 賞 名 画 題 ⽒ 名 所在地

朝⽇⼤賞 1 夫婦の夏 外⽯ 富男 加茂市 ⼊選 36 四才です 三枝 今朝信 ⼭梨市
朝⽇新聞社賞 2 ⼤きな背⼩さな背 野島 涼太 三条市 ⼊選 37 波打つ稲⽥ 作地 正健 韮崎市
全⽇写連賞 3 ⼀瞬の静寂 千國 晴⼦ 富⼭市 ⼊選 38 幼年時代 ⽵之内 範明 賀茂郡
優秀賞 4 稲刈り終った 明⽥川 洋 加茂市 ⼊選 39 舞姫
優秀賞 5 あそぼうよ 杉⼭ 早苗 御殿場市 ⼊選 40 初雪はうまいかい 袖⼭ 哲 松本市
特選 6 浅⾒ 良夫 五泉市 ⼊選 41 3姉妹 ⼤島 守 春⽇井市
特選 7 変顔 ⾼橋 ジュン 新潟市 ⼊選 42 南天に⾬ 久保 恒三 松本市
特選 8 ⼤きくなれ 吉⽥ ⾏男 ⼊選 43 外⼋⽂字 ⼩林 理 佐久市
特選 9 家族の絆 新潟市 ⼊選 44 雪中散歩 久保 佳久 ⽐企郡
特選 10 ⼭⾥の秋 ⽥村 真由美 春⽇部市 ⼊選 45 できたよ！ 林 春男 安曇野市
準特選 11 祭の少⼥ 弥⽥ 正蔵 三条市 ⼊選 46 華やぐ⾛り ⼭﨑 晴男 安曇野市
準特選 12 初めての乗⾺ 遠藤 光雄 ⼊選 47 エッ！氷獣 庵原 政章 世⽥⾕区
準特選 13 バレリーナ ⼩島 寛明 ⼊選 48 千両役者 佐久市
準特選 14 ⾒守る ⽥中 ⽇登志 三条市 ⼊選 49 冬の浅間⼭ 有井 寿美男 南佐久郡
準特選 15 ビバノンノン♪ 島林 ⼤祐 沼津市 ⼊選 50 エン 朝井 美紀⼦
準特選 16 88才の共演 向⼭ ⽇出男 笛吹市 ⼊選 51 廃線の魔⼥ 宮島 政⼦ 下伊那郡
準特選 17 映る秋 森⽥ 剛弘 松本市 ⼊選 52 帽⼦の夢 江尻 弘
準特選 18 かえり道 ⼟⽥ 豊 新潟市 ⼊選 53 ⽔⽟模様 鵜飼 聡 松本市
準特選 19 スマホじゃん!! 島根 ⼋重⼦ ⼊選 54 笑み満⾯ 渡辺 隆 新潟市
準特選 20 桜咲く頃 ⽮⼝ 雅彦 安曇野市 ⼊選 55 飴獅⼦出陣 ⽥ 義則
⼊選 21 孫の⼿に 韮崎市 ⼊選 56 ⾜跡 ⼩幡 トミヱ
⼊選 22 やんちゃ娘 頴原 学 甲州市 ⼊選 57 定員超過 鈴⽊ かおり 横浜市
⼊選 23 ⽇の出 志村 茂雄 笛吹市 ⼊選 58 余裕の笑み 嶋⽥ 健次 新潟市
⼊選 24 ⼩春⽇和 ⼩澤 松郎 甲斐市 ⼊選 59 獅⼦になる ⽯井 順⼀ 新潟市
⼊選 25 春を待つ ⼩松 喜久治 南アルプス市 ⼊選 60 縄張り 鷲澤 悟 新潟市
⼊選 26 帰り道 ⼭本 茂博 ⼭梨市 ⼊選 61 伝承 三膳 ハナエ 新潟市
⼊選 27 獅⼦とにらめっこ 兵後 敏博 北杜市 ⼊選 62 激突 櫻井 信夫 ⿂沼市
⼊選 28 霜柱のハナ 内藤 時雄 韮崎市 ⼊選 63 ⽕渡り 平井 昭夫 新潟市
⼊選 29 落⽇の雪稜 輿⽔ 忠⽐古 北杜市 ⼊選 64 勉強中 岡村 國次
⼊選 30 彩雲 富⼠吉⽥市 ⼊選 65 共演 吉井 健夫 五泉市
⼊選 31 輝流 川瀬 進三 成⽥市 ⼊選 66 凜として 花⽥ 茂 阿賀野市
⼊選 32 親⼦の祈り 野村 宗夫 甲府市 ⼊選 67 ⾥帰り ⼭後 ⼀⼦
⼊選 33 ⼒強く ⼊倉 求 南アルプス市 ⼊選 68 鍾馗祭り ⽻下 副武 五泉市
⼊選 34 夫婦坂 ⼩澤 ⼰江⼦ 甲斐市 ⼊選 69 ハスのゆりかご ⼩坂 幸平 ⼗⽇町市
⼊選 35 雷雲来る 古屋 健 甲州市 ⼊選 70 ⼈形師 ⽯⽥ 誠善 新潟市
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