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写真展は、全国展３０８点、県内企画展
１３０点、韓国交流展３６点の合計４７４点とな
ります。特に全国展では、単写真２５０点、
組写真５８点で、モノクロは１７７点、カ
ラー１３１点となっています。また、デジ
タル作品も増え７０点の出品がありまし
た。大会初日の午後から全国展の表彰式

・講評会が行われ、上位３０点の紹介があります。そ
の後講演会では写真家「森山大道」氏がご自分の作
品を紹介されながら、熱く写真のことを語られま
す。ご期待ください。高校生の新鮮な感性で写した
写真をどうぞゆっくりご覧ください。

※総合プログラムより転載

日 程

■全国展・企画展
７月２９日（日）～８月２日（木）
※初日は１０：３０から、最終日は１２：００まで
■７月２９日（日）
開 会 式 １０：００～１０：３０
表彰式・講評会 １３：００～１４：３０
講 演 会 １４：３０～１６：００
交 流 会 １６：００～１７：３０
■７月３０日（月）
撮 影 会 ９：００～１１：３０
顧問会議 １５：３０～１７：００
■７月３１日（火）
撮影会講評会・表彰式 ９：００～１１：３０
閉 会 式 １１：３０～１２：００

写 真
松江市総合体育館
松江市学園南１－２１－１
TEL ０８５２－２５－１７００７月２９日（日）～８月２日（木）

展示会場（松江市総合体育館）

開
催
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北海道苫小牧西高等学校 北海道美幌高等学校 北海道深川東高等学校 北海道苫小牧工業高等学校

北海道室蘭栄高等学校 北海道倶知安農業高等学校 函館ラサール高等学校 北海高等学校

青森県立青森南高等学校 青森県立弘前高等学校 青森県立三本木高等学校 青森県立八戸南高等学校

岩手県立盛岡第三高等学校 岩手県立盛岡北高等学校 岩手県立盛岡第二高等学校 岩手県立不来方高等学校

岩手県立一関第一高等学校 宮城県石巻好文館高等学校 宮城県迫桜高等学校 宮城県白石工業高等学校

仙台高等学校 仙台工業高等学校 秋田県立角館高等学校 秋田県立大曲農業高等学校

秋田県立鷹巣農林高等学校 秋田県立大館高等学校 山形県立山形南高等学校 山形県立米沢工業高等学校

山形県立楯岡高等学校 福島県立保原高等学校 福島県立安積高等学校 福島県立大沼高等学校

福島県立磐城高等学校 福島県立勿来工業高等学校 茨城県立波崎柳川高等学校 茨城県立並木高等学校

茨城県立古河第三高等学校 茨城県立高萩高等学校 茨城キリスト教学園高等学校 茨城県立結城第二高等学校

茨城県立水戸第三高等学校 茨城県立水戸第一高等学校 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木県立宇都宮商業高等学校

栃木県立栃木工業高等学校 栃木県立さくら清修高等学校 群馬県立前橋女子高等学校 群馬県立中央高等学校

群馬県立渋川高等学校 新島学園高等学校 埼玉県立大井高等学校 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 埼玉県立川口青陵高等学校 大宮開成中学・高等学校 学校法人佐藤栄学園埼玉栄高等学校

埼玉県立深谷第一高等学校 千葉県立長狭高等学校 千葉県立津田沼高等学校 東海大学付属浦安高等学校

千葉県立流山東高等学校 千葉県立柏南高等学校 千葉県立長生高等学校 千葉県立船橋高等学校定時制

東京都立葛西南高等学校定時制 東京都立小金井北高等学校 十文字高等学校 正則高等学校

東京都立大学附属高等学校 東京都立武蔵村山高等学校 東京都立光丘高等学校 神奈川県立瀬谷高等学校

横浜清風高等学校 三浦高等学校 神奈川県立横浜清陵総合高等学校 神奈川県立神奈川総合高等学校

神奈川県立横浜旭陵高等学校 新潟県立新発田高等学校 新潟県立新発田商業高等学校 新潟県立小千谷高等学校

新潟県立十日町総合高等学校 新潟県立松代高等学校 新潟県立柏崎常盤高等学校 新潟明訓高等学校

中越高等学校 富山県立富山西高等学校 富山県立富山中部高等学校 富山県立富山東高等学校

富山県立高岡高等学校 高岡第一高等学校 石川県立大聖寺実業高等学校 石川県立金沢泉丘高等学校

石川県立金沢錦丘高等学校 石川県立金沢辰巳丘高等学校 福井県立武生商業高等学校 学校法人北陸学園北陸高等学校

仁愛女子高等学校 福井県立丹南高等学校 福井県立武生高等学校 山梨県立韮崎工業高等学校

山梨県立谷村工業高等学校 山梨県立韮崎高等学校 山梨県立甲府東高等学校 東海大学甲府高等学校

長野県伊那北高等学校 長野県塩尻志学館高等学校 長野県松本深志高等学校 長野県松本蟻ヶ崎高等学校

長野県南安曇農業高等学校 岐阜県立岐阜農林高等学校 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県立吉城高等学校

富田高等学校 静岡県立磐田南高等学校 静岡学園高等学校 興誠高等学校

静岡県立韮山高等学校 静岡県立浜松工業高等学校 日本大学三島高等学校 東海大学付属翔洋高等学校

愛知県立江南高等学校 愛知県立高浜高等学校 愛知県立半田工業高等学校 豊川高等学校

愛知県立一宮商業高等学校 愛知県立田口高等学校 愛知県立安城東高等学校 愛知県立刈谷高等学校

愛知県立小牧南高等学校 愛知県立春日井工業高等学校 三重県立宇治山田高等学校 滋賀県立八幡工業高等学校

滋賀県立堅田高等学校 滋賀県立信楽高等学校 滋賀県立八幡高等学校 滋賀県立高島高等学校

京都府立莵道高等学校 京都府立亀岡高等学校 京都府立宮津高等学校 京都文教高等学校

大阪府立大手前高等学校定時制の課程 大阪府立東住吉高等学校 大阪府立日根野高等学校 大阪府立箕面東高等学校

大阪市立工芸高等学校 兵庫県立伊丹北高等学校 兵庫県立宝塚東高等学校 兵庫県立宝塚北高等学校

兵庫県立播磨特別支援学校 兵庫県立福崎高等学校 東洋大学付属姫路高等学校 兵庫県立洲本高等学校

奈良県立郡山高等学校 奈良県立高取国際高等学校 奈良県立榛生昇陽高等学校 和歌山県立和歌山商業高等学校

和歌山県立有田中央高等学校 和歌山県立和歌山工業高等学校 和歌山県立那賀高等学校 和歌山県立桐蔭高等学校

鳥取県立鳥取聾学校 鳥取敬愛高等学校 島根県立川本高等学校 島根県立松江商業高等学校

島根県立松江北高等学校 島根県立大東高等学校 島根県立大社高等学校佐田分校 岡山県立高梁城南高等学校

岡山県立岡山工業高等学校 岡山県立水島工業高等学校 広島県立廿日市西高等学校 広島城北高等学校

広島県立広島商業高等学校 広島県立神辺旭高等学校 広島県立庄原格致高等学校 広島県立庄原実業高等学校

山口県立小野田工業高等学校 山口県立宇部工業高等学校 山口県立西京高等学校 山口県立新南陽高等学校

香川県立高松工芸高等学校 香川県立高松商業高等学校 香川県立坂出商業高等学校 香川県立坂出高等学校

香川県立多度津工業高等学校 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県立鴨島商業高等学校 徳島県立徳島東工業高等学校

愛媛県立西条農業高等学校 愛媛県立今治工業高等学校 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県立北宇和高等学校

新田高等学校 高知県立安芸高等学校 土佐塾高等学校 高知県立山田高等学校

高知県立城山高等学校 高知県立高知農業高等学校 福岡県立宇美商業高等学校 筑紫台高等学校

福岡県立福岡高等学校 福岡県立八幡高等学校 柳川高等学校 筑陽学園高等学校

福岡県立戸畑高等学校 福岡県立三井高等学校 福岡県立山門高等学校 福岡県立東筑高等学校

佐賀県立有田工業高等学校 佐賀県立伊万里高等学校 佐賀県立唐津西高等学校 佐賀県立致遠館高等学校

活水高等学校 長崎県立長崎西高等学校 長崎県立上五島高等学校 長崎県立長崎北高等学校

長崎県立川棚高等学校 長崎県立島原高等学校 瓊浦高等学校 聖和女子学院高等学校

八代白百合学園高等学校 真和高等学校 宮崎県立延岡商業高等学校 宮崎県立宮崎西高等学校

日章学園高等学校 鹿児島県立伊集院高等学校 鹿児島県立川内高等学校 鹿児島県立隼人工業高等学校

鹿児島県立鹿児島工業高等学校 鹿児島県立松陽高等学校 沖縄県立北山高等学校 沖縄県立南部工業高等学校

沖縄県立那覇工業高等学校 沖縄県立沖縄工業高等学校 沖縄県立真和志高等学校

出 品 校 一 覧
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