
カラー写真の部
賞順 賞 画　題 ﾀﾃ 氏名 住所

1 最優秀賞 糸通し 梅原　邦隆 函南町

2 朝日新聞社賞 酒　場 竹久　忠吾 静岡市

3 全日写連賞 狭い道 馬渕　好彦 静岡市

1 特選 どこからきたの？ ﾀﾃ 佐藤　睦　　 小山町

2 特選 チー君初めての宿題 田中　利次 袋井市

3 特選 いもりの顔 ﾀﾃ 渡邊　雅勇 浜松市

4 特選 二人 大石　憲一 三島市

5 特選 前撮り撮影隊 ﾀﾃ 中野　杏子 焼津市

1 準特選 ほら、取れたよ 杉山　早苗 御殿場市

2 準特選 一羽さびしく 勝亦　將 沼津市

3 準特選 陽気に誘われて ﾀﾃ 田中　敏弘 富士宮市

4 準特選 甘え 大川　道雄 下田市

5 準特選 おじちゃん大好き ﾀﾃ 遠藤　啓 伊豆の国市

6 準特選 秋みーつけた 増田　敏 静岡市

7 準特選 愛犬の瞳 阪口　誠紀 静岡市

8 準特選 陰の主役 竹井　晴彦 浜松市

9 準特選 静寂 室伏　亮 沼津市

10 準特選 Ｓun Ｒise 櫻井　吉正 焼津市

11 準特選 蓮の目覚め 諸伏　敏昭 伊豆の国市

12 準特選 出番まえ 勝又　悦朗 御殿場市

13 準特選 シューター 後藤　尚 富士市

14 準特選 高名の手品師 若林　茂 三島市

15 準特選 潮騒の奏 杉本　昌弘 藤枝市

16 準特選 佳き日に 水野　隆子 静岡市

17 準特選 里帰り 渡辺　計彦 藤枝市

18 準特選 虹を編む 新間　美枝子 島田市

19 準特選 店先 大石　薫 静岡市

20 準特選 ゴマちゃん 大和　善信 函南町

101 入選 ありのままの私 ﾀﾃ 池田　三吉 三島市

102 入選 おやこ 市野　正吾 静岡市

103 入選 昭和へタイムスリップ ﾀﾃ 鈴木　辰彦 沼津市

104 入選 新学年のスタート 金崎　茂 下田市

105 入選 あおとくん ﾀﾃ 辻村　友博 浜松市

106 入選 湖畔のステージ 勝又　説夫 長泉町

107 入選 母子 渡邉　信孝 富士市

108 入選 西陽 北野　旨基 裾野市

109 入選 鏡面タンクに春到来 瀧花　喜浩 静岡市

110 入選 深遠の郷 渡邉　修一郎 函南町

111 入選 さくらトンネル ﾀﾃ 加藤　利光 函南町

112 入選 頑張る裏方さん 天満　厚子 浜松市
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113 入選 美しき苗ライン ﾀﾃ 吉田　稔 静岡市

114 入選 やめてよ 遠津　輝男 静岡市

115 入選 くつはいてるー ﾀﾃ 足立　達哉 御殿場市

116 入選 素敵な花火師 横山　博 富士市

117 入選 楽しいねん ﾀﾃ 鈴木　正行 浜松市

118 入選 号泣坊や 吉川　正宏 静岡市

119 入選 仕事場 鈴木　美佐子 御殿場市

120 入選 プロポーズ 望月　昭男 静岡市

121 入選 ダンスに陶酔 青木　康 伊豆の国市

122 入選 中秋の名月 高山　申二 浜松市

123 入選 桜の境内 塩川　聡 富士宮市

124 入選 激闘 河原崎　久和 静岡市

125 入選 ひとり占め 鈴木　孝男 静岡市

126 入選 心哉の拵え 松浦　昭宏 島田市

127 入選 欲しいな ﾀﾃ 鈴木　武幸 沼津市

128 入選 桜見守る鐘撞き堂 野﨑　三郎 函南町

129 入選 竜神の滝 ﾀﾃ 勝野　廣宜 磐田市

130 入選 祭り日 岩谷　夕起子 三島市

131 入選 地中の楽園 ﾀﾃ 原田　光郎 裾野市

132 入選 氷のくらげ 大須賀　穂作 御殿場市

133 入選 芋牛 松澤　正夫 静岡市

134 入選 クモ糸の仕掛け 松井　秀実 富士宮市

135 入選 海男 ﾀﾃ 南波　進 沼津市

136 入選 黄昏れ時 大石　洋 沼津市

137 入選 君に夢中 ﾀﾃ 鈴木　裕子 静岡市

138 入選 歓声 伊藤　洋子 浜松市

139 入選 視線 ﾀﾃ 笹沼　昭二 三島市

140 入選 親から子に繋ぐ生命 河面　宅実 富士宮市

141 入選 ようこそ ﾀﾃ 朝比奈　郁身 静岡市

142 入選 花のお年頃 志村　津恵子 沼津市

143 入選 五月晴れ ﾀﾃ 鈴木　茂 沼津市

144 入選 紅葉の盛り 服部　京子 磐田市

145 入選 オブリガード ﾀﾃ 大石　一彦 浜松市

146 入選 春のちかい 望月　導章 静岡市

147 入選 木こり ﾀﾃ 植松　きくゑ 御殿場市

148 入選 ひと休み 大塚　美代子 静岡市

149 入選 千本風景 青柳　憲昌 沼津市

150 入選 仮装 ﾀﾃ 森田　光衛 河津町

151 入選 スマホで撮る ﾀﾃ 宮城　誠次 静岡市

152 入選 木漏れ日 原崎　高行 焼津市

153 入選 宵の工場 寺尾　勉 静岡市

2



賞順 賞 画　題 ﾀﾃ 氏名 住所

154 入選 彼の居場所 戸田　彩子 富士宮市

155 入選 女剣士 ﾀﾃ 伴野　茂 静岡市

156 入選 子供広場からの芙蓉峰 大島　則雄 静岡市

157 入選 ハートマーク？ 北川　至 御殿場市

158 入選 桜吹雪の中で 石渡　志津子 伊豆の国市

159 入選 おいらん道中 ﾀﾃ 堀野　良一 浜松市

160 入選 富士山と語る 渡辺　行庸 富士宮市
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