
      高等学校文化連盟全国写真専門部    
優秀賞内の日本写真家協会賞から高文連全国写真専門部会長賞までと入選は順不同

賞 氏　　　名 学　　校　　名 学 年 作　品　名
1 最優秀・ニコン大賞 花岡　 菜美子 八代白百合学園高等学校 1 夏の日
2 優秀・ニコン賞 岡田　　あかり 和歌山県立神島高等学校 1 16時の温度
3 優秀・日本写真家協会賞 中松　  帆希 和歌山県立神島高等学校 1 Summer Clear
4 優秀・朝日新聞社賞 福森　　さくら 愛知県立津島東高等学校 1 ダイナミック系女子
5 優秀・読売新聞社賞 長﨑　伊万里 大阪市立工芸高等学校 2 納涼
6 優秀・毎日新聞社賞 菅　　隆馬 愛媛県立今治北高等学校大三島分校 2 頭隠して尻隠さず
7 優秀・富士フイルム賞 西脇　  亜美 大阪府立成城高等学校 1 マリオネット
8 優秀・ケンコー・トキナー賞 鈴木　　帆香 和歌山県立神島高等学校 3 つかまえた！
9 優秀・東京工芸大学賞 下田　　日向子 帝塚山学院高等学校 2 日常

10 優秀・日本大学芸術学部賞 佐和田　　星 沖縄県立浦添工業高等学校 3 砂あそび
11 優秀・大阪芸術大学賞 チョン・ユリ ケウォン芸術高等学校 1 夢に向かって飛べ

12 優秀・全日本写真連盟賞 キム・テヨン アニャン芸術高等学校 3 今日の天気は……晴れ

13 優秀・写真の町東川町賞 村上　  美月 八代白百合学園高等学校 2 いけー！
14 優秀・日本報道写真連盟賞 石橋　未奈子 沖縄県立浦添工業高等学校 2 昼下がり
15 優秀・高文連全国写真専門部会長賞 朱心怡 中国人民大学附属高校 2 白族の町（雲南省大理）
16 1 入選 松本　 凌弥 真颯館高等学校 3 唐津っこ
17 2 入選 大谷　 美紗 香川県立坂出商業高等学校 3 私のまち
18 3 入選 長井　みなみ 香川県立坂出商業高等学校 3 いろどり
19 4 入選 井上　  聖唯 香川県立坂出商業高等学校 1 翔る
20 5 入選 小田　  雅人 奈良県立王寺工業高等学校 3 少年の日よ
21 6 入選 中田　  亮 奈良県立王寺工業高等学校 1 忘れられない人がいて
22 7 入選 田中　  瑛海 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 3 ラスボス来たる
23 8 入選 津島　  良伍 広島県立因島高等学校 3 スローライフ
24 9 入選 吉川　　諒亮 京都成章高等学校 2 見当違いの視線
25 10 入選 玉元　　楓 沖縄県立浦添工業高等学校 3 ばあ！
26 11 入選 佐和田　　星 沖縄県立浦添工業高等学校 3 笑顔の肉屋
27 12 入選 平井　友里愛 愛媛県立今治北高等学校大三島分校 2 親友
28 13 入選 田中　　  蘭 愛媛県立今治北高等学校大三島分校 2 出番を終えて
29 14 入選 松下　　莉子 和歌山県立神島高等学校 1 水の覇者
30 15 入選 加森　　春香 和歌山県立神島高等学校 2 １日店長
31 16 入選 加森　　春香 和歌山県立神島高等学校 2 いつかの話
32 17 入選 松本　　実華 中越高等学校 1 放課後
33 18 入選 星　　  美紀 中越高等学校 1 ばっしゃーん！
34 19 入選 内山　　 葵 中越高等学校 1 あついなぁ。
35 20 入選 成瀬　　　夢 帝塚山学院高等学校 1 夢に夢中
36 21 入選 西田　　怜実 帝塚山学院高等学校 1 ボナペティ
37 22 入選 島田　　祐衣 帝塚山学院高等学校 3 おいしい？
38 23 入選 小倉　　岳大 関市立関商工高等学校 2 気迫
39 24 入選 大林　　真央 関市立関商工高等学校 2 海女の日常
40 25 入選 川尻　ちひろ 富山県立富山東高等学校 2 夏休み
41 26 入選 小林　　  萌 新潟明訓高等学校 3 廻る
42 27 入選 大田　　歩夢 福井県立丹生高等学校 1 オレらのかっこいい所見せつけるぞー
43 28 入選 酒井　　希望 福井県立丹生高等学校 2 あたたかな時間
44 29 入選 斉藤　 弥良唯 福井県立丹生高等学校 3 一人暮らし
45 30 入選 錦織　　 健 正則高等学校 2 時の流れと共に
46 31 入選 蝶子　 友哉 徳島県立阿南工業高等学校 1 普段通り
47 32 入選 西脇　  亜美 大阪府立成城高等学校 1 夏の冷たさ
48 33 入選 山本　  優花 大阪府立成城高等学校 1 衝動
49 34 入選 鎌田　　瑠華 岩手県立盛岡商業高等学校 1 光差
50 35 入選 髙橋　　芳美 岩手県立盛岡商業高等学校 2 あちょー！
51 36 入選 山口　　優芽 愛媛県立新居浜西高等学校 2 勝たせてください、お願いですから。
52 37 入選 信永　　一樹 愛媛県立新居浜西高等学校 2 魚も老いる。。はずです。
53 38 入選 宮地　　菜央 愛知県立津島東高等学校 2 知らない自分
54 39 入選 田渕　　佑果 愛媛県立松山工業高等学校 1 異空間
55 40 入選 松浦　　優里 愛媛県立川之石高等学校 1 fly high
56 41 入選 パク・ホンジュン 黄城高等学校 2 木の新芽

57 42 入選 シン・ウヒョン ブグォン女子高等学校 3 しっかり食べてんの？

58 43 入選 ペク・ジュホ アニャン芸術高等学校 3 消えていくもの１

59 44 入選 ハン・ホジン 大邱ヒョプソン高等学校 2 人の棺

60 45 入選 キム・ミンギュ バニョ高等学校 3 「私一人ぐらいなら」の結果

61 46 入選 ソン・ヒョンゴン アニャン芸術高等学校 3 必然

62 47 入選 イ・ユナ サンドル学校 1 一歩近づく

63 48 入選 イム・ソヒ ユイル女子高等学校 2 風船手品師

64 49 入選 チョン・ユリ ケウォン芸術高等学校 1 昼休憩3分前

65 50 入選 チャン・イェジン ブリ学校 3 19才、それは力なり

66 51 入選 ホン・ジニョン ケウォン芸術高等学校 2 スアちゃんよ、もう起きて

67 52 入選 李泽伦 中国人民大学附属高校 1 幻

68 53 入選 刘梓依 中国人民大学附属高校 2 I'll wait for you

69 54 入選 徐冠谊 扬州高校 1 夕暮れ・豊漁
70 55 入選 朱心怡 中国人民大学附属高校 2 水郷

　出品数　　　日本450点　　韓国79点　　中国33点　　計562点

　※　＜注意＞　新宿・大阪ともにニコンサロンでの写真展が、ニコンサロンの都合で事前の日程から上記の期間に変更になっています。

　※　賞状・副賞の発送は１２月中旬を予定しています。
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