
第２５回朝日四国写真展
賞 作    品    名 氏          名 住   所 賞 作    品    名 氏          名 住   所 賞 作    品    名 氏          名 住   所

朝日新聞大賞 走る祭り人 大高　久昌 愛媛県 入　　選 仲良し 芳之内　恒夫 愛媛県 入　　選 後利益を戴く 山地　正輝 香川県

アサヒカメラ賞 競泳 水嶋　毬子 香川県 入　　選 霧の参道 芝﨑　静雄 愛媛県 入　　選 いいお天気 寺嶋　玲子 香川県

愛媛県知事賞 四継ぎ獅子 前田　茂穂 愛媛県 入　　選 ６歳の未知 飯野　健太郎 愛媛県 入　　選 食事中 宮﨑　正樹 香川県

香川県知事賞 遠足 中塚　英男 香川県 入　　選 通学路 中川　武典 愛媛県 入　　選 舞台裏 西尾　広志 香川県

徳島県知事賞 近代化 阿部　啓三 徳島県 入　　選 夢幻 岡田　真美 愛媛県 入　　選 暑い日 谷　賢太郎 徳島県

高知県知事賞 お祭り 恒石　丹 高知県 入　　選 遠足 関野　敏文 愛媛県 入　　選 春 宮本　幸治 徳島県

関西本部長賞 進水 吉田　秀子 愛媛県 入　　選 悠久の流れ 西原　豊 愛媛県 入　　選 華麗 福井　邦博 徳島県

愛媛朝日テレビ賞 春が来た 秋山　修一 徳島県 入　　選 夕映えの母子 河田　守 愛媛県 入　　選 遮蔽 鈴木　雅則 徳島県

愛媛県本部長賞 母と娘‐久しぶりの語らい 戸田　一喜 愛媛県 入　　選 ワーあつい 藤井　輝政 愛媛県 入　　選 漁港 林　敏彦 徳島県

香川県本部長賞 ウォーターボール 原田　美智子 香川県 入　　選 横尾に舞う 伊藤　忠光 愛媛県 入　　選 水遊び 姫野　博司 徳島県

徳島県本部長賞 母と子 紀川　英広 徳島県 入　　選 捕食 多田　功 愛媛県 入　　選 楽しいね 福田　勉 徳島県

高知県本部長賞 思い詰める 太田　和子 高知県 入　　選 秋舞台 多田　美津子 愛媛県 入　　選 威嚇 大津　勝治 徳島県

特　　　　選 暁の遍路 伊藤　一春 愛媛県 入　　選 朝霧 松原　博 愛媛県 入　　選 群像 阿部　千代恵 徳島県

特　　　　選 猿団子 竹村　進 香川県 入　　選 禊ぎ祓い 永江　廣見 愛媛県 入　　選 願いを掛けて 二階　博司 徳島県

特　　　　選 パパの船 田羅間　カトリ 香川県 入　　選 争奪戦 石川　文則 愛媛県 入　　選 楮蒸 岸田　義市 徳島県

特　　　　選 晴れ姿 福井　純子 徳島県 入　　選 ああっ逃がした 中野　恵子 愛媛県 入　　選 晩秋 喜多　昌弘 徳島県

特　　　　選 送り火の夜 市川　恭子 高知県 入　　選 無心の祈り 渡部　一夫 愛媛県 入　　選 火演 箕村　復次 徳島県

奨　励　賞 熱演 宮崎　玲子 愛媛県 入　　選 逃げろー 佐藤　麗子 愛媛県 入　　選 捕われの身 井藤　光章 徳島県

奨　励　賞 羅漢に祈る 小野　早苗 香川県 入　　選 熱闘 高村　昌雄 愛媛県 入　　選 日の出のあと 中島　年久 高知県

奨　励　賞 通学路 田中　淳 香川県 入　　選 おいてけぼり 岡田  伸枝 香川県 入　　選 天まで届け 由井　邦男 高知県

奨　励　賞 姉妹 岡本　早苗 徳島県 入　　選 純白 鎌池　和彦 香川県 入　　選 命かけ 小松　正夫 高知県

奨　励　賞 星雨 吉村　敏嗣 徳島県 入　　選 夢中 室井　保 香川県 入　　選 奥四万十の夏 吉田　道夫 高知県

奨　励　賞 祈り 橋本　勝 徳島県 入　　選 休息 城上　智子 香川県 入　　選 フラワー 川田　英世 高知県

奨　励　賞 案じるネコ 畠山　雅子 高知県 入　　選 明暗 大口　年昭 香川県 入　　選 ステップの詩 田中　一郎 高知県

奨　励　賞 夏のモンスター 野中　俊秀 高知県 入　　選 障害物 岡本　直樹 香川県 入　　選 水まつり 宮地　知佐 高知県

奨　励　賞 何想う 竹澤　富世 高知県

奨　励　賞 寒い日 戸梶　昭雄 高知県


