
組写真の部
賞順 賞 画　題 ﾀﾃ 氏名 住所

1 最優秀賞 絆 三ッ井　道代 掛川市

2 全日写連賞 霧の中 ﾀﾃ 小林　一久 富士宮市

1 特選 奇妙な夜 ﾀﾃ 戸田　彩子 富士宮市

2 特選 鼓動 ﾀﾃ 市野　正吾 静岡市

3 特選 縫いの手仕事 松浦　昭宏 島田市

4 特選 軒下 ﾀﾃ 室伏　亮 沼津市

5 特選 水無月 戸田　典子 富士宮市

1 準特選 里山の朝 渡邉　修一郎 函南町

12 準特選 窓 ﾀﾃ 尾﨑　道子 藤枝市

13 準特選 鯉模様 ﾀﾃ 尾藤　功次 浜松市

14 準特選 霧雨の降る日に 鈴木　裕子 静岡市

15 準特選 吉原祇園祭 ﾀﾃ 若林　茂 三島市

16 準特選 雨中参拝 吉川　正宏 静岡市

17 準特選 ボクの休日 阿部 美智子 静岡市

18 準特選 花彩 ﾀﾃ 田中　利次 袋井市

19 準特選 三兄弟 ﾀﾃ 望月　導章 静岡市

20 準特選 漁村風景 大和　善信 函南町

101 入選 片隅 ﾀﾃ 北野　旨基 裾野市　

102 入選 梅雨明け間近 竹之内　範明 河津町

103 入選 やわらかい光 ﾀﾃ 塩川　聡 富士宮市

104 入選 山里の日々 樋田　進 函南町

105 入選 鰹一筋 ﾀﾃ 櫻井　吉正 焼津市

106 入選 爛漫の時期 伊藤　洋子 浜松市

107 入選 芸子さん達のひと時 ﾀﾃ 鈴木　正行 浜松市

108 入選 山開き 鳥羽　明 富士宮市

109 入選 樹魂 ﾀﾃ 鈴木　孝男 静岡市

110 入選 ハレの日 齋藤　成伸 静岡市

111 入選 幻想 ﾀﾃ 松井　秀実 富士宮市

112 入選 収穫を終えて 西澤　やえ子 静岡市

113 入選 思い出されぬ記憶 ﾀﾃ 水野　里砂 静岡市

114 入選 3年ぶりのお祭りだ 笹沼　昭二 三島市

115 入選 田子の潮かつお 勝又　暎子 長泉町

116 入選 時が止まったその日から 諸伏　敏昭 伊豆の国市

117 入選 禊の日 ﾀﾃ 大石　薫 静岡市

118 入選 夕刻の洞窟 梅原　邦隆 函南町

119 入選 微睡み ﾀﾃ 市野　貴子 静岡市

120 入選 インコの楽園 髙野　優 静岡市

121 入選 秘境への旅 ﾀﾃ 服部　京子 磐田市

122 入選 初霜 河原崎　久和 静岡市

123 入選 静かな秋 中村　紀子 静岡市
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124 入選 水面 木下　美登里 静岡市

125 入選 不思議なまち ﾀﾃ 見崎　康司 焼津市

126 入選 勝利の女神 野﨑　三郎 函南町

127 入選 さいと焼き 鈴木　美佐子 御殿場市

128 入選 伝統を守る 渡邊　雅勇 浜松市

129 入選 写真は宝物 遠藤　啓 伊豆の国市

130 入選 パラ自転車試走 勝又　説夫 長泉町

131 入選 路地 ﾀﾃ 益田　武 裾野市

132 入選 漆喰の村 鈴木　辰彦 沼津市

133 入選 窓辺 神尾　一 沼津市

134 入選 守り 勝亦　將 沼津市

135 入選 月に願いを 大石　洋 沼津市

136 入選 静かな湖畔 加藤　利光 函南町

137 入選 和らぎ 杉本　徳治 掛川市

138 入選 八日講 高山　申二 浜松市

139 入選 ぼくの夏休み ﾀﾃ 新間　美枝子 島田市

140 入選 聖域 伊山　正孝 富士宮市
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