
賞　　名 題　名 賞　　名 題　名
最優秀賞 青 春 小林 一夫 茨城県 常陸国yosakoi祭り 茨城県・大子町 入　選 禊の川 川畑 秀也 埼玉県 親鼻祇園(夜川瀬) 埼玉県・秩父郡
優秀賞 リーダー 橋本 勝 徳島県 阿波踊り 徳島県・徳島市 入　選 紅の讃歌 早坂 勝 埼玉県 南房総白浜海女祭り 千葉県・南房総市

優秀賞 お出むかえ 大島 守 愛知県 建部祭 滋賀県・大津市 入　選 舞を終えて 平 正博 埼玉県 嶋原太夫道中 埼玉県・川越市
朝日新聞社賞 意気投合 小久保 敦央 埼玉県 貴船祭り 神奈川県・真鶴町 入　選 嫁入り 笠原 明 埼玉県 津川キツネの嫁入り 新潟県・津川町
全日本写真連盟賞 真夏日のオアシス 加藤 利光 静岡県 富士宮御神火まつり 静岡県・富士宮市 入　選 鬼の襲来 山本 敦美 静岡県 なまはげ紫灯まつり 秋田県・男鹿市
関東本部長賞 神興が行く 山脇 佳世子 三重県 建部祭り 滋賀県・東近江市 入　選 まつりの長老 丹治 郁夫 宮城県 島田飴まつり 宮城県・黒川郡
審査員特別賞 上臈道中 米田 喜六 岡山県 先帝祭 山口県・下関市 入　選 雪に舞う 西山 栄 福島県 大内宿雪まつり 福島県・南会津郡

特 選 轟 く 大川 正宏 東京都 東京都・渋谷区 入　選 クライマックス 芳賀 和代 山形県 谷地どんがまつり 山形県・河北町
特 選 立花行列 阿部 慶一 福島県 古町のまつり 福島県・南会津町 入　選 輪島大祭 大山 善治 石川県 輪島大祭 石川県・輪島市
特 選 宮出し 笹沼 昭二 静岡県 舞鶴貴船まつり 神奈川県・舞鶴町 入　選 燃えあがる火 黒木 憲夫 宮崎県 師走祭り　 宮崎県・美里町
特 選 老いも若きも 渡邊 雅勇 静岡県 新野盆踊り 長野県・阿南町 入　選 幻想的 奥平昌典 長崎県 江迎千灯籠まつり 長崎県・佐世保市

特 選 オッショイ！ 中守 秀子 福岡県 博多祇園山笠 福岡県・福岡市 入　選 次代の主役 宮地 省蔵 福岡県 母ヶ浦面浮立 佐賀県・鹿島市
準特選 弾ける笑顔 曾我 爲吉 岐阜県 にっぽんど真中祭り 愛知県・名古屋市 入　選 継ぎ獅子 芝﨑 静雄 愛媛県 野間神社例大祭 愛媛県・今治市
準特選 腕白ざかり 古怒田 潔 埼玉県 わんぱく相撲 千葉県・香取市 入　選 はじける笑顔 上月 正美 兵庫県 天神祭り・ｷﾞｬﾙ神輿 大阪府・大阪市
準特選 灯籠流し 沖永 豊子 福岡県 第19回吉田川祭り 山口県・下関市 入　選 虫送りの日 喜多 昌弘 徳島県 小川の虫送り 徳島県・海陽町
準特選 激しい踊り 山田 俊次 神奈川県 2017野毛の秋祭り 神奈川県・横浜市 入　選 ガッチが来る 西尾 透 島根県 ガッチ祭り 島根県・松江市
準特選 提灯行列 熊澤 一郎 岐阜県 田の神祭り 岐阜県・恵那市 入　選 継ぎ獅子 中岡 喜勇 奈良県 門僕神社秋祭り 奈良県・宇陀郡
準特選 舞 う 日髙 猛 埼玉県 浦山の獅子舞 埼玉県・秩父市 入　選 こわいけど、おもしろい!! 中川 富夫 京都府 初あがた祭 京都府・宇治市
準特選 幽玄に 岩崎 茂樹 神奈川県 群馬県・高崎市 入　選 脱 出 松好 良和 京都府 阿含の星まつり 京都府・東山区
準特選 稲の神様 対 一力山 佐々木 勇 静岡県 抜穂祭 愛媛県・今治市 入　選 猿がリーダー 若原 正之 大阪府 左義長 滋賀県・近江八幡市

準特選 美人揃いの祭りっ娘 松浦 昭子 千葉県 佐原の大祭夏祭り 千葉県・香取市 入　選 神興おろし 赤石 圭 大阪府 和歌祭 和歌山県・和歌山市

準特選 村祭り 吉﨑 輝人 広島県 坂根八幡神社祭り 広島県・福山市 入　選 クライマックス 田中 由美子 大阪府 深川八幡祭り 東京都・江東区
入　選 一人巡幸 河田 守 愛媛県 大洲まつり 愛媛県・大洲市 入　選 闘 魂 本庄 肇 三重県 上げ馬神事 三重県・東員町
入　選 粛々と 鈴木 生子 神奈川県 新嘗祭 神奈川県・寒川市 入　選 祭りの日 大島 雅子 愛知県 神明宮大祭 愛知県・岡崎市
入　選 物色中 齊藤 昭雄 埼玉県 狐の夜祭り 新潟県・柏崎市 入　選 白煙紙吹雪舞う 石川 勝 愛知県 挙母まつり 愛知県・豊田市
入　選 顔岩まつり 増田 益子 東京都 しめ縄かざり 北海道・江差 入　選 帰り道 高橋 敏郎 愛知県 挙母まつり 愛知県・豊田市
入　選 力合わせて 橋本 南 東京都 御柱祭 長野県・茅野市 入　選 世話役 髙野 郁男 神奈川県 江の島天王祭 神奈川県・鎌倉市

入　選 鬼さん出現 池場 孝昌 東京都 節分祭 東京都・浅草寺 入　選 走れよ 石川 良彦 千葉県 八坂神社馬出し祭り 茨城県・行方市
入　選 談笑する翁 谷合 健二 神奈川県 例大祭 神奈川県・鶴岡八幡宮 入　選 迫 力 菊池 保 茨城県 大子町よさこい祭り 茨城県・久慈郡
入　選 帰り途 千葉 栄作 神奈川県 八坂神社例祭 神奈川県・鎌倉市 入　選 ワアー！つめたい 山口 欽一 埼玉県 富岡八幡宮大祭 東京都・江東区
入　選 跳んだ姫狐 小島 知子 神奈川県 群馬県・高崎市 入　選 ラストスパート 神戸 幸人 長野県 雨宮の御神事 長野県・千曲市
入　選 祭りのあとで 岡田 徳治 神奈川県 浜降祭 神奈川県・茅ヶ崎市 入　選 灯籠流し 若林 茂 静岡県 水祭り 静岡県・三島市
入　選 流しびなの取材 小森 治之 千葉県 ひな祭り 埼玉県・さいたま市 入　選 風鈴まつり 小松崎 清子 神奈川県 緑結び風鈴 埼玉県・川越市
入　選 ダンシング 涌井 明男 栃木県 栃木県・真岡市 入　選 アッパレ 横山 周作 大阪府 駆馬神事 京都府・京都市
入　選 狐さんのお嫁入 阿部 立子 埼玉県 狐さんの嫁入り行列 新潟県・東蒲原郡 入　選 真剣勝負 坂本 典子 埼玉県 八坂神社馬出し祭り 茨城県・行方市
入　選 楽しかったわ 黒川 律子 埼玉県 海女まつり 千葉県・南房総市 高校生優秀賞 神 炎 朝井 晴佳 長野県 新嘗祭 京都府・京都市
入　選 次代はこの子たちが 小川 護 埼玉県 馬出し祭り 茨城県・行方市 高校生入選 元気を与えてー 笹原 且守 福井県 あさひ祭り 福井県・丹生郡
入　選 アクシデント 小川 美恵子 埼玉県 馬出し祭り 茨城県・行方市 高校生入選 Lets'  dance ! 五十嵐 侑生 千葉県 納涼祭 千葉県・千葉市
入　選 初 陣 西脇 克己 埼玉県 秩父川瀬祭り 埼玉県・秩父市
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