
　　　　　　令和　４年　２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

十日町市

新潟市東区

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

自由 金賞 池田　幸樹 郷愁 新潟市東区 ﾈｲﾁｬｰ 金賞 坂井　征栄一 回帰 新潟市東区

片山　友幸 いっちょうまえ 柏崎市 渡辺　治 寒波 佐渡市

銀賞 斎藤　日出子 千枚田の田植 佐渡市 銀賞 小林　一美 蒼流 新潟市東区

渡辺　真一 暮れる頃 新潟市東区 佐藤　久敬 枝折峠 見附市

渡部　義明 Vフォーメーション 新潟市東区 髙橋　徹 落葉の舞 南魚沼市

銅賞 斎藤　達彦 海上相撲 佐渡市 銅賞 小栁　直人 一矢 三条市

崎濱　秀夫 職人 魚沼市 金子　範夫 渓谷に咲く 三条市

外石　富男 迎え盆の姉妹 加茂市 小林　一彦 お出掛け 妙高市

長谷川　明 チャレンジャー 加茂市 須田　孝子 氷の平源 柏崎市

山田　幸三 赤い吊り橋 燕市 野島　俊介 厳冬の華 三条市

吉澤　園恵 豪雪の日 三条市 星　正一 晩秋の輝き 加茂市

渡邉　隆 古木桜と新発田城 新潟市西区 山口　ようこ 弾ける霧氷 新潟市西区

入選 伊藤　政幸 ねむうー 新潟市西区 入選 阿部　和夫 シジマの時 新潟市西蒲区

金子　克巳 かくれんぼ 新潟市中央区 石倉　盛夫 夜明けのステージ 新潟市秋葉区

栗本　実 共に 上越市 猪又　一夫 春が来た 糸魚川市

栗山　浩三 待ち合せ 三条市 上野　正道 捕食 新潟市中央区

黒坂　芙美子 里の夏 三条市 大澤　昭広 儚い光 三条市

小柳　信子 滝の魔王 新潟市西区 岡田　卓義 夜明の里 三条市

坂井　裕之 杜の妖精 三条市 小杉　昌三 飛翔 三条市

鈴木　万平 光景 新潟市西区 駒形　政則 光を求めて 新潟市南区

高橋　ジュン お兄ちゃん　こんにちわ 新潟市江南区 小湊　正光 春近し 燕市

蝶名林　稔 わが家のアイドル 燕市 柴田　民男 郷愁 三条市

内藤　竜大 夏の夕暮れ 新潟市北区 渋木　高志 雪まみれ 三条市

長沼　仁司 伝統を紡ぐ相棒 新潟市西蒲区 鈴木　琉美子 極寒の朝 新潟市中央区

橋本　浩市 出発前 妙高市 髙野　栄子 里の春 五泉市

畠山　正樹 北国の恵み 新潟市東区 樋口　廣治 茜色の信濃川 新潟市南区

服部　健 咲き誇る 燕市 三浦　二郎 朝陽に染る 加茂市

穂苅　環 凍る朝 新潟市中央区 山川　直衛 初雪の競演 新潟市西蒲区

村山　勇 山のバス停 三条市 山口　愛子 朝霧の中で 新発田市

村山　勝也 滝行 柏崎市 山口　進 太陽の花 新潟市中央区

山中　巌 身だしなみ 三条市 和田　亨 瞬光 小千谷市

山本　洋子 すいか 三条市 渡辺　久子 讃花 新潟市江南区

部門 賞 氏　　　名 題名 住所 部門 賞 氏　　　名 題名 住所

学生 金賞 鈴木　凜香 少女 長岡市 学生 入選 小野塚　結衣 秋晴れ 長岡市

小島　凛 我ら青春部！ 新潟市江南区

銀賞 朝妻　春 暗明 新潟市北区 志賀　由菜 おめでとう！ 長岡市

石﨑　汐音 ひとくち　ちょうだい 長岡市 高橋　莉奈子 自由を 長岡市

橘　咲耶 とんでいけ！ 長岡市

銅賞 石田　真珠 希望への眼差し 新潟市江南区 中村　真梧 楽しむ、秋 長岡市

金子　結香 いただきっ！ 新潟市江南区 星井　志月 心寄せて 新潟市中央区

田村　和奏 想い出 新潟市江南区 圓山　天花 気になるカメラ 新潟市江南区

松澤　華 忘れ去られた遊び場 新潟市中央区 山本　雄太 六姉妹 長岡市

鰐渕　真央 夏休み最高 長岡市 吉田　優羽 湖 新潟市江南区

　　　　□入賞作品展示

　　※会場　　 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4年3月5日(土)～3月8日(水)まで展示致します。

午前9:30～午後5:00　（最終日は午後4:00迄）　　又弊社ホームページに入賞画像を3月5日(土）から掲載させて頂きます。

準グランプリ 今井　久輔 粉雪に立つ

賞 氏　　　名 題名

グランプリ 熊木　理 朝仕事

第15回新潟フジカラー フォトグランプリ フォトコンテスト入賞者一覧表


