
    第１３回　新潟フジカラー 平成３１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

加茂市

新潟市西区

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

自由 金賞 小湊　正光 コレクション？ 燕市 ﾈｲﾁｬｰ 金賞 茂野　孝志 流木 十日町市

田辺　佳代子 儀式の夜 西蒲原郡弥彦村 三浦　ヒロイ 落葉の田 加茂市

樋口　廣治 瑠璃色の笹川流れ 新潟市南区 涌井　忠司 友禅模様 新潟市西蒲区

銀賞 石井　貴子 炎の巫女 燕市 銀賞 石田　進 春を味わう 新潟市西区

大澤　昭広 朝の窓辺 三条市 植木　元 初冬稲田薄氷の世界 柏崎市

斎藤　達彦 受け継ぐ 佐渡市 小田　徹也 出逢い 新潟市中央区

笹川　浩史 夜空に映えて 柏崎市 小山　覚 朝日の中で 新潟市西区

田中　日登志 空高く 三条市 須田　孝子 コマ送り 柏崎市

銅賞 石井　文博 晩夏 燕市 銅賞 飯塚　雅人 黎明 三条市

是永　進 今年はおいしいよ！ 新潟市北区 金子　範夫 風紋 三条市

高井　美恵子 今年も豊作！ 見附市 後藤　茂 目覚めの朝 新潟市東区

寺澤　達夫 孫への想い 見附市 小林　繁子 妖艶な森 新潟市北区

外山　和子 全身全霊 魚沼市 佐々木　純子 夕映え 新潟市西区

西山　雅之 祭の遊び場 新潟市中央区 佐藤　武男 翁草 新潟市中央区

星野　康明 神の使い達 長岡市 清水　陽一 初雪 妙高市

宮口　吉治 寒行 新潟市江南区 西村　欣一 僕の遊園地 新潟市西蒲区

鷲尾　顕一 染み渡り 長岡市 羽田　寿弘 アモーレ 胎内市

渡辺　隆 出発前 新潟市西区 山中　巌 やわらかな陽射しを浴びて 三条市

入選 安部　諭 高原の朝 新潟市東区 入選 畔原　実 霧まとう森 燕市

池田　幸樹 生涯青春 新潟市東区 安沢　正一 暮色の里 長岡市

石塚　栄一 初雪の第一只見川橋梁 新潟市江南区 今井　富雄 凍つく朝 新潟市江南区

伊藤　政幸 じじの教え 新潟市西区 江部　堅市 天地の宴 南魚沼市

上杉　正春 クライマックス 新潟市東区 岡　利昭 瓢湖の舞 新潟市西区

大竹　俊夫 滝ガール 見附市 風巻　宏之 突風！風速３０ｍ 新潟市中央区

小柳　直人 スノーパウダー 三条市 風間　基和 ひょっこり・・・・・ 新潟市西区

鴨井　孝夫 米寿で現役 燕市 柄沢　鉄衛 空うつす 新潟市中央区

熊木　理 モンスター 新潟市西区 木村　信男 眼光 長岡市

小林　敏行 支度部屋 新潟市西区 小出　公司 優美 新潟市中央区

斎藤　日出子 佳き日 佐渡市 小林　七重 散紅葉 新潟市西区

志田　幸夫 家路 魚沼市 小林　まき子 目ざめる 北蒲原郡聖籠町

鈴木　万平 大漁 新潟市西区 佐藤　久敬 結 見附市

引間　麗子 漫才コンビ 新潟市東区 関根　明 青幻記 南蒲原郡田上町

平野　悟 崇高な朝 十日町市 大坂　鉄平 アリテンゴク 新潟市中央区

堀　利治 神々の街 新潟市西蒲区 高橋　知香子 薄紅に染まる朝 新潟市東区

宮澤　健二 冬の茶会 十日町市 立川　政義 初冬 新潟市江南区

吉澤　園恵 常連さん 三条市 中沢　美尤 秋色 加茂市

和田　玲子 幸せ気分 小千谷市 三浦　二郎 今日は 加茂市

渡辺　昭子 夜汽車 佐渡市 山本　勝栄 宇宙へ 三条市

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

学生 金賞 小林　修 物憂げ 新潟市南区 学生 入選 金子　京平 打ち上げ花火 柏崎市

樺澤　真吾 一閃 長岡市

銀賞 外川　美里 ＦＡＣＥ 新潟市南区 菅家　柚翔 よっしゃー！！ 柏崎市

和田　夏依 野原で 長岡市 斎藤　優 思い出作り 群馬県桐生市

中川　登真人 荒波の花 佐渡市

銅賞 阿部　佑紀 １８歳のある朝 新潟市西区 馬場　信幸 なんだコレ 長岡市

今井　菜々美 Ｗａｔｅｒ　ｇｉｒｌｓ 長岡市 森田　倫琉 フレームアウト 新潟市江南区

大平　茉里奈 今日も 長岡市 山本　朱莉 空へ 柏崎市

権瓶　さくら 待ち人 阿賀野市 湯本　風喜 在りし日の春 柏崎市

沼倉　洋介 三つの路 新発田市 和田　雅司 Ｅｍｏｔｉｏｎａｌ　Ｎｉｇｈｔ 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31年3月9日(土)～3月13日(水)まで展示致します。 ※11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3月9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31年3月15日（金）～3月28日（木）　*自由部門　 後期 平成31年3月29日（金）～4月11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 鈴木　勝年 年の瀬

賞 氏　　　名 題名

グランプリ 川田　淳 よりそう

フォトグランプリ フォトコンテスト入賞者一覧表


