
カラー写真の部
賞順 賞 画　題 氏名 住所

1 最優秀賞 花は咲く 三ッ井　道代 掛川市

2 朝日新聞社賞 ワンパク小僧らの遊び場 野﨑　三郎 函南町

3 全日写連賞 枯葉の舞 勝亦　將 沼津市

4 特選 帰り道 西澤　やえ子 静岡市

5 特選 なかまたち 齋藤　成伸 静岡市

6 特選 穏やかな時間 市野　貴子 静岡市

7 特選 初夏を駆け抜ける 望月　導章 静岡市

8 特選 カニャクマリ巡礼 馬渕　好彦 静岡市

9 準特選 まなざし 戸田　彩子 富士宮市

10 準特選 前へ！ 高瀬　幹雄 富士宮市

11 準特選 雨あがり 市野　正悟 静岡市

12 準特選 うわぁ～ 石渡　志津子 伊豆の国市

13 準特選 一人ぼっち 松永　愛子 静岡市

14 準特選 打つ 遠藤　啓 伊豆の国市

15 準特選 師走 水野　隆子 静岡市

16 準特選 Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ 櫻井　吉正 焼津市

17 準特選 ママ、大丈夫？ 牧野　眞裕 三島市

18 準特選 梅雨の窓辺 大和　善信 函南町

19 準特選 片付けて下さ～い 原田　光郎 裾野市

20 準特選 疲れたー 足立　達哉 御殿場市

21 準特選 ピンクに染めて 松浦　眞一郎 静岡市

22 準特選 祭りの元気な子 平井　省吾 富士市

23 準特選 夜明けのハーモニー 大石　良則 三島市

24 準特選 大空のメロディー 植松　きくゑ 御殿場市

25 準特選 デザイン 伴野　茂 静岡市

26 準特選 家族搭乗記念 竹之内　範明 河津町

27 準特選 朱の生命力 室伏　亮 沼津市

28 準特選 想い 佐藤　睦　　 小山町
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101 入選 水とたわむれ 松永　眞一 静岡市

102 入選 エサを待つ 河原崎　久和 静岡市

103 入選 私の好物 梅原　邦隆 函南町

104 入選 閉ざされた空間 大塚　美代子 静岡市

105 入選 寒い朝 大石　憲一 三島市

106 入選 桜満開 澤口　善直 河津町

107 入選 「マスクは？」「あっ」 丸澤　佳彦 静岡市

108 入選 宵闇 戸田　典子 富士宮市

109 入選 可愛いいお客 小西　武 焼津市

110 入選 散歩道(ウォーキング) 鈴木　正行 浜松市

111 入選 芸人 福島　耕司 静岡市

112 入選 廃墟 中田　美智雄 掛川市

113 入選 背伸び 實藤　國継 静岡市

114 入選 優しいパパ 新谷　千鶴子 富士市

115 入選 祝福 鈴木　茂 沼津市

116 入選 蓮花に客 瀧花　喜浩 静岡市清

117 入選 ニアミス 山本　均 静岡市

118 入選 トンネルの先はこどもの国 髙野　優 静岡市

119 入選 神秘のアンテロープキャニオン 岩谷　夕起子 三島市

120 入選 里の春 片岡　好志 焼津市

121 入選 熱演 竹久　忠吾 静岡市

122 入選 冬日 山本　修甫 焼津市焼

123 入選 幸せな時間 辻村　友博 浜松市

124 入選 二十歳の思い出 吉川　正宏 静岡市

125 入選 日差し 原崎　高行 焼津市下

126 入選 天使の指先 神尾　一 沼津市

127 入選 怖い～ 若林　茂 三島市

128 入選 ポツンと一軒家 前田　圭三 島田市

129 入選 見上げてごらん 増田　敏 静岡市

130 入選 慿依 松浦　昭宏 島田市
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131 入選 コロナ禍のひなまつり 高山　申二 浜松市

132 入選 花日和 伊藤　洋子 浜松市

133 入選 雑踏 中村　紀子 静岡市

134 入選 髪飾り 芦澤　直也 富士宮市

135 入選 雨上がり 池田　三吉 三島市

136 入選 新幹線夕景 後藤　尚 富士市

137 入選 北天の軌道 渡辺　健司 静岡市

138 入選 かくれんぼ 大須賀　穂作 御殿場市

139 入選 ブルー 鈴木　裕子 静岡市

140 入選 波頭を超えて 遠藤　精次 富士市

141 入選 桜花 勝野　廣宣 磐田市

142 入選 歩行者天国 加藤　利光 函南町

143 入選 新型コロナの休日 寺尾　勉 静岡市

144 入選 飾り 北野　旨基 裾野市

145 入選 光彩 松井　秀実 富士宮市

146 入選 大き過ぎるよ 関　嘉之 富士市

147 入選 小さな春 伊藤　勝男 函南町

148 入選 穏やかな一時 遠津　輝男 静岡市

149 入選 道端に笑む 大川　道雄 下田市

150 入選 甘えん坊 野澤和俊 静岡市

151 入選 昭和レトロ 服部　京子 磐田市

152 入選 風に揺れて 宮本　公子 富士市

153 入選 幼女の孤独 松澤　正夫 静岡市

154 入選 泣き相撲 赤堀　末夫 富士市

155 入選 春に誘われて 竹井　晴彦 浜松市

156 入選 ファミリー 尾藤　功次 浜松市

157 入選 ひまわりと兄妹 塩川　聡 富士宮市

158 入選 夢を追う 勝又　暎子 長泉町

159 入選 幸せのブリッジ 加藤　洋一 島田市

160 入選 明日も遊ぼうね 大石　薫 静岡市
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161 入選 ジョンの刻 薩川　源次郎 磐田市

162 入選 相乗り天国 古澤　正宏 富士市

163 入選 天を仰ぐ 伊山　正孝 富士宮市

164 入選 みつめる 大石　洋 沼津市

165 入選 秋の夕暮れ 新間　美枝子 島田市

166 入選 浜辺の親子 渡邉　信孝 富士市

167 入選 花魁 横山　博 富士市

168 入選 水のいたずら 木下　孝 静岡市

169 入選 実りの秋 渡辺　行庸 富士宮市

170 入選 彼岸花咲く頃 大島　則雄 静岡市

171 入選 少年は走る 柴田　泰孝 磐田市

172 入選 いっぷく 勝又　悦朗 御殿場市

173 入選 タイムトンネル 吉田　拓二 浜松市

174 入選 奉納相撲 村越　敏治 藤枝市

175 入選 初詣で 井上　沙登子 富士市

176 入選 桜の海 鈴木　武幸 沼津市

177 入選 こおーなつながって採れたよ 杉山　早苗 御殿場市

178 入選 味覚の秋 益田　武 裾野市

179 入選 踊り子草乱舞 吉田　稔 静岡市
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