
自由の部

賞 　題　　名   氏　　名 住 所・支 部

最 優 秀 賞  お邪魔カエル 伊東 功一 市川支部

優 秀 賞（1） 平成の大家族 深尾　晃 茂原支部

優 秀 賞（2） 霊　玉 森田 正博 いすみ支部

特    選（1） 大仏と私 七原 仁人 浦安支部

特    選（2） 只今昼寝中 福井　幸 船橋支部

千葉県知事賞 青春女子 国広 妙子 習志野支部

千葉県教育長賞 チャンス到来 中村 隆次 船橋市

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ賞 羽搏き 志賀 俊夫 つくも支部

朝日新聞社賞 少女の風船 松浦 昭子 フォト彩花支部

全日本写真連盟賞 婦唱夫随 中村 まつ代 いすみ市

審査委員長賞 恋いこがれて 清水 克機 いすみ支部

千葉県本部長賞 吹雪に舞う 松浦 昭彦 野田市

千葉県本部委員長賞 阿吽の呼吸 船木 正法 千葉市花見川区

秀  作　　１ 若者たち 熊切 正一郎 茂原支部

秀  作　　２ 電路最末端 杉井 左内 九十九里支部

秀  作　　３ 極寒アート 上田 治行 千葉支部

秀  作　　４ 東京シャドー 小口 泰範 茂原支部

秀  作　　５ 幸せな家族 加藤 勝臣 柏支部

秀  作　　６ 恋人たち 嶋 浩一郎 習志野支部

秀  作　　７ ジュリーアイス 保川 久夫 茂原支部

秀  作　　８ 幕　間 吉田 充輝 柏支部

秀  作　　９ 恵　み 砂川　静 柏支部

秀  作　１０ ナイスキャッチ 横井　新 浦安市

秀  作　１１ 今年の夏は 宮内 光枝 九十九里支部

秀  作　１２ 竜の足 正法地 幸子 船橋支部

秀  作　１３ オモワヌユキ 中島 萌子 千葉支部

秀  作　１４ 恋愛相談？ 大村 辰夫 船橋市

秀  作　１５ 全速力 並木 幹雄 九十九里支部

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表

審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一          

自由の部　応募点数　：　７０７点



　課題の部 (乗りもの） 審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一           

賞 　題　　名   撮影場所 氏　　名 住 所・支 部

最 優 秀 賞  レーサー 東京都お台場 中島　一之 柏支部

優 秀 賞（1） 出航！飛鳥Ⅱ 横浜大桟橋 間島　健一 柏支部

優 秀 賞（2） 猛進 木曽福島 佐藤　国利 長南支部

特    選（1） ローカル線の春 市原市 松浦　昭子 フォト彩花支部

特    選（2） 出漁 千葉県いすみ市 清水　克機 いすみ支部

千葉県知事賞 船を追うハクレン 久喜市栗橋 川久保　孝行 柏支部

千葉県教育長賞 お散歩仲間 横浜市 佐野　英夫 船橋支部

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ賞 挑む いすみ市 森田　正博 いすみ支部

朝日新聞社賞 ロディオ モンゴル 太田　笑子 千葉支部

全日本写真連盟賞 Ｒ３５７ 船橋市 坂部　昌也 習志野支部

審査委員長賞 落し物 茂原市本納 並木　幹雄 九十九里支部

千葉県本部長賞 それぞれの朝 ウミホタル 永山　弘久 市原市

千葉県本部委員長賞 落陽を受けて 茨城県霞ヶ浦 吉田　充輝 柏支部

秀  作　　１ サンセット 館山市鏡ケ浦 植木　喜晃 館山支部

秀  作　　２ あこがれ 名古屋市 大林　ひろ子 船橋支部

秀  作　　３ 小さなお天王さん 静岡県富士市 齋藤　康夫 茂原市

秀  作　　４ 旅への誘い 成田市 柏葉　綾子 習志野支部

秀  作　　５ 黄と黄と 大多喜町 伊東 功一 市川支部

秀  作　　６ 帰り道 石川県輪島 保川　久夫 茂原支部

秀  作　　７ 里の春 月﨑駅 川瀬　進三 成田市

秀  作　　８ かわいそうな自転車 笹川 加藤　勝臣 柏支部

秀  作　　９ そよ風につつまれて 香取市仁良 王子田　良二 デジタル支部

秀  作　１０ 親子のきずな 鎌倉市 七原　仁人 浦安支部

秀  作　１１ 岐路 大多喜町 森　慎吾 館山支部

秀  作　１２ イベント広場 愛知県瀬戸市 西牧　陽子 千葉支部

秀  作　１３ 稚児祭場へ騎乗 千葉県一宮町 杉本　好男 千葉支部

秀  作　１４ 的を目指して 東京都浅草 橋本　昭三 柏支部

秀  作　１５ 霧中を行く 大多喜町 早川　美枝子 デジタル支部

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表

課題の部　応募点数　：　３４４点



ネーチャーの部

賞 　題　　名   撮影場所 氏　　名 住 所・支 部

最 優 秀 賞  朝 印旛沼 石井 克幸 佐倉市

優 秀 賞（1） 白鷺繚乱 いすみ市岬町 神戸 一章 いすみ支部

優 秀 賞（2） 蜘蛛の糸のプリズム 成田市名古屋 小濱 卓郎 流山支部

特    選（1） いわし雲 いすみ市 石橋 武 山武郡

特    選（2） コンニチハ 北海道標茶町 伊東 功一 市川支部

千葉県知事賞 静かな朝 佐倉市 郡司 勝彦 千葉支部

千葉県教育長賞 幕が上がる 青森県蔦沼 太田 笑子 千葉支部

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ賞 春は曙 茨城県下妻市 中島 一之 柏支部

朝日新聞社賞 瞬　間 市川市市川 上田 治行 千葉支部

全日本写真連盟賞 降り注ぐ伏流水 那須塩原市 井部 肇武 柏支部

審査委員長賞 編隊飛行 いすみ市 熊切 正一郎 茂原支部

千葉県本部長賞 爽　快 長野県白馬村 加藤 良正 つくも支部

千葉県本部委員長賞 荒　海 南房総市 吉田 充輝 柏支部

秀  作　　１ 里山の朝 大多喜町 清水 克機 いすみ支部

秀  作　　２ 田子倉湖から日の出 福島県只見町 中村　治 流山支部

秀  作　　３ 山麓の黎明 長野県茅野市 内山 賀寿子 柏支部

秀  作　　４ 郷の朝彩 茨城県下妻市 榊  昭治 北総支部

秀  作　　５ 霧の中に咲く 志賀高原 松浦 昭子 フォト彩花支部

秀  作　　６ かなとこ雲接近 隅田川 七原 仁人 浦安支部

秀  作　　７ サン・ライズ 栃木市 山本　清 流山支部

秀  作　　８ パワースポット つくば市 諏訪 健二 北総支部

秀  作　　９ 黄金色の森 志賀高原 佐藤 美那子 柏支部

秀  作　１０ 夕　照 柏市若柴 渡邊　裕子 柏市

秀  作　１１ 朝焼け 九十九里町 志賀 俊夫 つくも支部

秀  作　１２ 夜明けの詩 北塩原村 平野 孝幸 茂原市

秀  作　１３ 夕映え 榛名湖 川本　武 浦安支部

秀  作　１４ 秋　景 那須茶臼岳 橋本 昭三 柏支部

秀  作　１５ 春の目覚め 飯山市 西牧 陽子 千葉支部

ネーチャーの部　応募点数　：　５０１点

審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一          

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表



花の部

賞 　題　　名   氏　　名 住 所・支 部

　最優秀賞 (グランプリ賞） 凜として 佐藤 美那子 柏支部

優 秀 賞（1） あじさい暮景 柳沢 房親 茂原支部

優 秀 賞（2） 空に咲く 上田 治行 千葉支部

特    選（1） 優しく咲く 国広 妙子 習志野支部

特    選（2） 夏を迎える 飯田 幸雄 九十九里支部

千葉県知事賞 オブジェ 間島 健一 柏支部

千葉県教育長賞 満　開 温井 秀明 茂原市

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ賞 優雅に 長沢 之江 船橋支部

朝日新聞社賞 彼岸花 福井 秋廣 流山支部

全日本写真連盟賞 こぶし咲く 新井 きぬみ 浦安支部

審査委員長賞 しずく花 加藤 為之 浦安支部

千葉県本部長賞 ダンディー 深尾　晃 茂原支部

千葉県本部委員長賞 赤い情熱 泊り 忠昭 柏市

秀  作　　１ 水辺に咲く 波多野 保 いすみ支部

秀  作　　２ 王　冠 宮﨑 勝弘 長南支部

秀  作　　３ 光を浴びて 渡邊　裕子 柏市

秀  作　　４ 影　絵 嶋村 仁志 千葉支部

秀  作　　５ 赤い花びら 東野 卓司 浦安支部

秀  作　　６ 地上の星 松村 哲夫 いすみ市

秀  作　　７ 紅一点 加藤 勝臣 柏支部

秀  作　　８ 笑　顔 佐々木 義之 千葉市緑区

秀  作　　９ 赤と朱と 伊東 功一 市川支部

秀  作　１０ 華 小森 治之 デジタル支部

秀  作　１１ 侘　咲 石井 克幸 佐倉市

秀  作　１２ 白い化粧 曲山 芳枝 デジタル支部

秀  作　１３ 愛　咬 杉井 左内 九十九里支部

秀  作　１４ 点　描 保川 久夫 茂原支部

秀  作　１５ 双　子 熊切 正一郎 茂原支部

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表

審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一

花の部　応募点数　：　３６７点



中高生の部

賞 　題　　名   氏　　名 学　校　名

最 優 秀 賞  気圧ガール 廣川　正之 県立四街道高等学校

優 秀 賞 好きな人 斉藤　夏音 県立長生高等学校

優 秀 賞 夕暮れを走る 岡　　優成 県立四街道高等学校

特    選 プリティーサイン 中村　亮太 県立長生高等学校

特    選 湯上り 磯部　　凜 県立船橋芝山高校

千葉県知事賞 自分とは 八代　梨那 県立四街道高等学校

千葉県教育長賞 青組応援団 渡辺　　陽 県立柏南高等学校

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ賞 届け 石毛　亜美 県立四街道高等学校

朝日新聞社賞 終幕 石橋　未雪 県立長生高等学校

全日本写真連盟賞 木かげ 阿部　有華 県立小金高等学校

審査委員長賞 記憶 新井　彩花 県立四街道高等学校

千葉県本部長賞 ルンルン気分 薮田　理沙 県立柏南高等学校

千葉県本部委員長賞 思春期を、急ぐ 小嶋　汐莉 千葉敬愛高等学校

秀  作　　１ 人面花 堀川　美菜 県立四街道高等学校

秀  作　　２ 攻防 杉田　果穂 県立長生高等学校

秀  作　　３ 喜美がいた場所 渡辺　菜月 県立小金高等学校

秀  作　　４ 余韻 秋田　有菜 県立四街道高等学校

秀  作　　５ 魔術師 大岩　莉沙 県立実籾高等学校

秀  作　　６ 希望 豊島　萌絵 県立実籾高等学校

秀  作　　７ 精神統一 岡本　有加 県立長生高等学校

秀  作　　８ 天と地 尾崎　聡美 県立長生高等学校

秀  作　　９ 静寂 古屋　　萌 県立実籾高等学校

秀  作　１０ 飛べるはず 吉平　里穂 県立実籾高等学校

秀  作　１１ 雨上がり 馬場　和那 県立四街道高等学校

秀  作　１２ ぱっつん 佐々木　翆杏 県立柏南高等学校

秀  作　１３ ちょっとよりみち。 米本　朱里 県立四街道高等学校

秀  作　１４ 耳を澄ませば 山下　優志 千葉黎明高等学校

秀  作　１５ 神社からの誘い 山本　佳乃 県立柏南高等学校

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表

審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一           

中高校生の部　応募点数　：　４２９点



モノクロ賞

賞 　題　　名   氏　　名 支部・学校名

モノクロ賞　１ 羽ばたく 柳沢 房親 茂原支部

モノクロ賞　２ 威風凛然 五十嵐 香苗 県立長生高等学校

モノクロ賞　３ 木漏れ陽 濱  和美 フォト彩花支部

第４４回千葉県民写真展入賞者一覧表

審査委員： 柿本完二  ・赤城耕一           


