
    第１２回　輝け！ 平成３０年１月

（株）新潟フジカラー　

    この度は上記フォトコンテストに多数のご応募を頂き誠にありがとうございました。厳正なる審査の結果、下記の入賞が決定致しましたのでご案内申し上げます。

（敬称略･五十音別）

住所

新潟市東区

燕市

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

自由 金賞 伊藤　政幸 午後のひととき 新潟市西区 ﾈｲﾁｬｰ 金賞 江部　勇 梅雨の頃 新潟市江南区

穂苅　環 都会の孤独 新潟市中央区 小山　碩 オンブバッタの恋 燕市

渡辺　隆 出演前 新潟市西区 外山　秀久 厳冬の朝焼け 三条市

銀賞 是永　進 シャボン玉に遊ぶ 新潟市北区 銀賞 安部　諭 怒濤 新潟市東区

坂田　恵治 透明人間 新潟市南区 熊木　理 風道 新潟市西区

佐藤　芳惠 お見送り 新潟市東区 佐々木　壽英 鳳凰の翼 新潟市西区

菅原　聖哉 初恋 新潟市東区 茂野　孝志 一枝に遊ぶ 十日町市

引間　麗子 ドリーム列車 新潟市東区 西山　雅之 ビックリ！ 新潟市中央区

銅賞 石塚　栄一 夏の彩り 新潟市江南区 銅賞 浅間　宏志 ホワイト・ストリーム 上越市

出澤　均 春爛漫 新潟市中央区 伊藤　康平 名月 新発田市

小川　彰弘 ＢＯＤＹ 新潟市南区 伊東　周平 晩秋 三条市

金子　克巳 揺れるまなざし 新潟市中央区 工藤　信朋 霧の朝 新潟市西区

小関　淳司 佐潟雪景 新潟市西区 小山　覚 美雪 新潟市西区

長井　慎 輝く笑顔 新潟市南区 島津　幸子 朝日入照 新潟市中央区

畠山　正樹 小さい秋みつけた 新潟市東区 田辺　佳代子 大奥 西蒲原郡弥彦村

羽田　茂 春の丘 新潟市江南区 三輪　絢子 無音 上越市

服部　健 落下 燕市 山本　洋子 花の首飾り 三条市

山本　勝栄 華里音 三条市 渡辺　治 里山 佐渡市

入選 安達　淳二 越佐海峡秋景色 新潟市北区 入選 青木　茂男 雲　湧く 長岡市

大竹　俊夫 雪っこ 見附市 安達　初美 光彩 新潟市北区

柏　行雄 出番待ち 新潟市中央区 石倉　盛夫 秋泳 新潟市秋葉区

川田　淳 明日へ 加茂市 今井　久輔 彩り 新潟市東区

小柳　信子 愛は重い 新潟市西区 上杉　正春 清閑 新潟市東区

志田　幸夫 散歩返り 魚沼市 上野　正道 秋の川面 新潟市中央区

須田　孝子 炎にいどむ 柏崎市 江部　堅市 紅の魂 南魚沼市

関根　恒 郷の秋祭り 新潟市江南区 金子　範夫 静寂の夜明け 三条市

田辺　寿郎 あしあと 新潟市中央区 柄沢　鉄衛 霧立ちぬ 新潟市中央区

手島　岱月 熱い夏 南蒲原郡田上町 栗林　栄市 雨上りの花 長岡市

外石　富男 送り人 加茂市 小出　公司 初冬の湖畔 新潟市中央区

行方　ひで子 春近し 新潟市西区 佐藤　圭 ドキッ 北海道留萌市

樋口　廣治 新雪を行く 新潟市南区 立川　政義 晩秋の橅林 新潟市江南区

星野　康明 一緒におどらない？ 長岡市 中沢　美尤 流れる光 加茂市

宮口　吉治 祭り好きな二人 新潟市江南区 松林　宏 ハマゴウ咲く丘 佐渡市

吉村　晴五 落睴もしべの雨滴 新潟市東区 山田　幸三 紅葉と初雪 燕市

鷲津　宣夫 頑張れー！ 新潟市東区 横野　功 旅は道づれ 新潟市西区

和田　恒夫 これから出番 小千谷市 和田　均 森の精 小千谷市

渡辺　昭子 祭囃子がやって来た 佐渡市 和田　政雄 翠色の秋 福島県郡山市

和田　フサ子 信頼 小千谷市 和田　實 雪影 小千谷市

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

学生 金賞 押木　愛美 二人でピクニック 長岡市 学生 入選 石丸　蓮 はじめて 長岡市

今井　菜々美 ８月１日 長岡市

銀賞 斎藤　優 明日はどこ行く？ 新潟市江南区 熊倉　笙太 ２匹のモンシロチョウ 五泉市

捧　遥瑠 進め 三条市 佐藤　まりん あの日の僕ら 新潟市江南区

髙井　夏暉 明紅 三条市

銅賞 齋木　爽 仕事終わりに 柏崎市 星　美紀 春色 長岡市

高木　胡南未 想ふ 新潟市江南区 森　翔 師走 新潟市西区

土屋　佳代 願う 新潟市秋葉区 和田　夏依 秋の照明 長岡市

樋沢　誠人 Ｊｕｓｔ　ａｎ　Ａｐｐｌｅ 長野県北佐久郡 渡邉　基 枯れ葉と猫 新潟市北区

松崎　豊 凛として 新潟市西区 和田　雅司 青春奏づ４４１ 新発田市

　　　　□入賞作品展示

　　※会場１　　　　　りゅーとぴあ　新潟市民芸術会館４Ｆ写真展ギャラリーにて　平成30年2月24日(土)～2月28日(水)まで展示致します。 ※26日（月）は休館日

9:30～18:00　（最終日 16:00迄）　　又弊社ホームページに入賞画像を2月24日(土）から掲載させて頂きます。

　　※会場２　　　　富士フォトギャラリー新潟（新潟フジカラー本社内）

前期 平成30年3月2日（金）～3月15日（木）　*自由部門　 後期 平成30年3月16日（金）～3月29日（木）　*ネイチャー部門　*学生部門

･平日　9:00～18:30　･土曜、祝祭日 9:00～17:30　･日曜 休館　･最終日 15:00迄

準グランプリ 石井　文博 怒濤

賞 氏　　　名 題名

グランプリ 池田　幸樹 見つめていたい

フジカラーフォトグランプリフォトコンテスト入賞者一覧表




