
    第１４回　新潟フジカラー 　　　　　　令和　２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

柏崎市

長岡市

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

自由 金賞 古泉　道子 天まで届け！ 新潟市東区 ﾈｲﾁｬｰ 金賞 斎藤　達彦 浜辺の彩り 佐渡市

村山　勝也 追憶 柏崎市 茂野　孝志 厳冬に生きる 十日町市

山本　勝栄 指定席 三条市 髙橋　徹 暁天 南魚沼市

銀賞 今井　富雄 雨あがり 新潟市江南区 銀賞 小柳　直人 雪花 三条市

川田　淳 優しい光の射す中で 加茂市 後藤　茂 やさしさに包まれて 新潟市東区

高橋　ジュン レッド 新潟市江南区 小湊　正光 光芒 燕市

外石　富男 春の日 加茂市 野島　俊介 初秋景 三条市

涌井　忠司 ほら行くよー 新潟市西蒲区 山口　愛子 桜に魅せられて 新発田市

銅賞 伊藤　政幸 ガウォー 新潟市西区 銅賞 浅間　宏志 流麗 上越市

上野　正道 終りの刻 新潟市中央区 石井　輝夫 白鳥の舞ＮＯ１ 新潟市中央区

片山　友幸 考える猿 柏崎市 岡　澄子 雨あがりの樽口峠 新潟市西区

小林　公一 白い指 柏崎市 熊倉　秀達 光彩 新発田市

小林　敏行 朝酒一杯 新潟市西区 小林　七重 日本海へ 新潟市西区

渋木　高志 宿場の守り神 三条市 駒形　政則 全力疾走 新潟市南区

角田　侃男 水掛け神輿渡御 群馬県利根郡 柴田　民男 峠の夜明け 三条市

早野　由香 闇夜の嫁入り 埼玉県さいたま市 山田　守 渓谷の秋 上越市

宮澤　健二 春の桃源郷 十日町市 渡辺　真一 冬の朝 新潟市東区

吉澤　園恵 冬の晴れ間に 三条市 渡辺　久子 朝茜 新潟市江南区

入選 阿達　清 競走だー 新潟市江南区 入選 石井　文博 煌めく銀砂 燕市

阿部　英子 帰省 新潟市西区 石田　誠善 初夏の朝 新潟市中央区

荒井　浩 お祝いの日 三条市 猪又　一夫 湖畔の春 糸魚川市

大竹　俊夫 斜光 見附市 今井　久輔 佐久穂遠望 新潟市東区

栗山　浩三 虫送りの子供達 三条市 内山　義昭 春を呼ぶ 新潟市中央区

黒坂　芙美子 マーガレット咲く道 三条市 柏　行雄 輝く尾瀬 新潟市中央区

是永　進 私しも稲刈ったヨ！ 新潟市北区 工藤　信朋 凝視 新潟市西区

斎藤　日出子 夕陽の贈り物 佐渡市 倉嶋　清 新緑 新発田市

高橋　賢蔵 落陽 新潟市西区 小林　一美 桜守り 新潟市東区

田中　日登志 稲虫送り 三条市 小林　耕三 緑流に咲く 燕市

富樫　幸治 爆煙に飲み込まれそう 新潟市東区 小林　まき子 冬晴れ 北蒲原郡聖籠町

中村　重敏 餌場横取り 長岡市 佐々木　壽英 梅雨波 新潟市西区

広川　恒人 修行 新潟市北区 田代　孝 秋の彩り 新潟市江南区

松下　邦浩 廃線 新潟市中央区 立川　政義 桜峠 新潟市江南区

水吉　力 夫婦２ 阿賀野市 梨本　清一 麦秋 三条市

宮口　吉治 シルエット 新潟市江南区 西　一郎 朝日に輝く 三条市

山口　進 魅せられて 新潟市中央区 山口　民憲 雪花 長野県千曲市

渡邉　隆 稲虫送り 新潟市西区 山口　ようこ 誘う季 新潟市西区

渡部　義明 夏日 新潟市東区 横野　功 なごり雪 新潟市西区

渡部　吉子 ハロウィン 新潟市西蒲区 渡辺　治 波の華 佐渡市

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

学生 金賞 斎藤　優 スポットライト 群馬県桐生市 学生 入選 大田　築 野性 長岡市

櫻井　日和 紅葉 長岡市

銀賞 宇良　宗一郎 学生最後の冬 長岡市 佐藤　礼偲 蓬莱山を往く 新潟市中央区

本間　翔 浴衣と花 新潟市西区 髙井　有稀奈 夜道 新潟市中央区

中村　真梧 力眼 長岡市

銅賞 阿部　秀悟 足の主張 長岡市 沼倉　早美 木列 埼玉県所沢市

阿部　佑紀 向こう側の世界 新潟市西区 沼倉　洋介 天啓 新発田市

小片　彩香 元気玉 長岡市 樋沢　誠人 風立ちぬ 長野県北佐久郡

松﨑　豊 もたれる 新潟市西区 横山　瑛人 思春期 長岡市

山浦　陽菜 一期一会 長岡市 吉田　尚矢 祭夜の賑わい 新潟市中央区

　　　　□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　令和2年3月7日(土)～3月11日(水)まで展示致します。 ※9日（月）は休館日

9:30～18:00　（7日(土)は13:00開場　最終日は15:30迄）　　又弊社ホームページに入賞画像を3月7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）
令和2年3月17日（火）～ 4月15日（水）　※営業時間 9:00～18:00　※休日 日曜祝祭日及び土曜休日 4月4日・11日　※最終日 15:00迄

準グランプリ 栗林　栄市 農夫

賞 氏　　　名 題名

グランプリ 須田　孝子 スポットライト

フォトグランプリ フォトコンテスト入賞者一覧表


