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クラス 部門 リーフ数 作品タイトル 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

1 一般競争 ジュニア 32 日本の書留郵便 竹上 真司 ﾀｹｶﾞﾐ ﾏｻｼ 長野県

2 一般競争 ジュニア 32 がんばれニッポン めざせ北京で金メダル 葛原 健吾 ｸｽﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 三重県

3 一般競争 ジュニア 16 近畿のふる里切手 小山 絢子 ｺﾔﾏ ｱﾔｺ 奈良県

4 一般競争 ジュニア 16 中国の自然遺産 金澤 みのり ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 奈良県

5 一般競争 ジュニア 16 切手の美術館 上野 孝晃 ｳｴﾉ ﾀｶｱｷ 奈良県

6 一般競争 ジュニア 32 いろいろなはがき 黒瀬 珠生 ｸﾛｾ ﾀﾏｵ 岡山県

7 一般競争 ジュニア 8 切手で見る日本の国立公園、国定公園 岡﨑 駿也 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ 兵庫県

8 一般競争 ジュニア 16 四季の花 黒岩 愛 ｸﾛｲﾜ ｱｲ 兵庫県

9 一般競争 ジュニア 16 きっての花ぞの 蛭子 英萌 ｴﾋﾞｽ ｱﾔﾒ 東京都

10 一般競争 日本切手 48 琉球B円切手 吉田 孝一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 富山県

11 一般競争 日本切手 48 国内はがき・封皮の外国宛使用 安藤 源成 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｾｲ 岡山県

12 一般競争 日本切手 48 記念・特殊はがき（発行から葉書100年記念まで） 柴田 平治 ｼﾊﾞﾀ ﾍｲｼﾞ 富山県

13 一般競争 日本切手 48 風景切手 橋本 榮治 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ 神奈川県

14 一般競争 日本切手 48 帝国議会議事堂竣工記念切手 小宮山 能康 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾔｽ 長野県

15 一般競争 日本切手 48 穿孔切手 梶本 卓 ｶｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 徳島県

16 一般競争 日本切手 48 航空切手 1950-62 望月 治 ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｻﾑ 山梨県

17 一般競争 日本切手 48 田沢切手・切手帳 山田 祐司 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野県

18 一般競争 日本切手 48 菊切手 斎 享 ｻｲ ﾄｵﾙ 宮城県

19 一般競争 日本切手 48 第３次昭和切手 西 正勝 ﾆｼ ﾏｻｶﾂ 神奈川県

20 一般競争 日本切手 48 U小判切手 常田 勇次 ﾄｷﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野県

21 一般競争 日本切手 32 郵小判－色調・用紙・目打による分類・整理－ 宍戸 俊介 ｼｼﾄﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨県

22 一般競争 日本切手 48 菊はがきの使用例 柴田 俊勝 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｶﾂ 愛媛県

23 一般競争 日本切手 48 日本占領下の海軍担当地域（PartⅠ） 玉野 義明 ﾀﾏﾉ ﾖｼｱｷ 東京都

24 一般競争 日本切手 48 旧小判切手1876-79 長野 行洋 ﾅｶﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 東京都

25 一般競争 外国切手 48 Soruth（Indian Feudatory State）ソルース（インド土候国） 大越 紳一郎 ｵｵｺｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中国（香港）

26 一般競争 外国切手 32 ＳＩＴＴＩＮＧ ＨＥＬＶＥＴＩＡ（座るヘルベチア像） 小林 完爾 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｼﾞ 広島県

27 一般競争 外国切手 48 ルーマニア カール１世 Engraved ＆ Typographed 1908～1918 寺本 尚史 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 和歌山県

28 一般競争 外国切手 48 チェコスロバキア CHAINBREAKER 1920-22 太田 泰樹 ｵｵﾀ ﾔｽｷ 東京都

29 一般競争 外国切手 48 U.S.Postage Due Stamps,1917-1930 塩田 一樹 ｼｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京都

30 一般競争 郵便史 48 新潟県の記番印 玉木 国男 ﾀﾏｷ ｸﾆｵ 新潟県

31 一般競争 郵便史 32 年賀用図案入日付印 林 久夫 ﾊﾔｼ ﾋｻｵ 富山県

32 一般競争 郵便史 48 通信事務郵便 浅野 周夫 ｱｻﾉ ﾉﾘｵ 秋田県

33 一般競争 郵便史 48 在中国局（1906-1922） 加藤 秀夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 静岡県

34 一般競争 郵便史 48 羽後国の郵便印 土田 孝弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 秋田県

35 一般競争 郵便史 48 美濃國の郵便（不統一印から拇太印まで） 高木 康之 ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ 兵庫県

36 一般競争 郵便史 48 小判１銭葉書の大型拇太印 村上 信和 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 岡山県

37 一般競争 郵便史 48 羽前・羽後国の郵便消印 山形県,不統一～二重丸まで 冨樫 敏郎 ﾄｶﾞｼ ﾄｼｵ 千葉県

38 一般競争 郵便史 48 沖縄県の郵便史 1879-1945 石澤 司 ｲｼｻﾞﾜ ﾂｶｻ 東京都

39 一般競争 郵便史 48 ＵＰＵ青色切手と外国郵便 小宮山 賢 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄｼ 東京都

40 一般競争 郵便史 48 初期外国郵便 山﨑 好是 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 東京都

41 一般競争 郵便史 48 震災切手とその時代 石代 博之 ｺｸﾀﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

42 一般競争 郵便史 48 水戸と周辺の記番印と二重丸印 児玉 敏夫 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼｵ 埼玉県

43 一般競争 郵便史 48 ハンガリーインフレ 1945-1946 伊藤 文久 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｻ 東京都

44 一般競争 郵便史 32 辞令にみる豊前八屋郵便取扱所開設と前島密駅逓総監から逓信大臣原敬への変遷 谷口 暁 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ 福岡県

45 一般競争 郵便史 48 インド中国遠征軍郵便史 1900-1923 小岩 明彦 ｺｲﾜ ｱｷﾋｺ 茨城県
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46 一般競争 郵便史 48 明治の書留郵便 永山 富康 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾐﾔｽ 宮城県

47 一般競争 郵便史 48 インフレ期のドイツ郵便１９２１－１９２３ 沼﨑 弘幸 ﾇﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 秋田県

48 一般競争 郵便史 48 駅逓局・逓信省と各府県との約束郵便の歴史 大島 正昭 ｵｵｼﾏ ﾏｻｱｷ 神奈川県

49 一般競争 テーマチック 48 安藤広重 大矢 立 ｵｵﾔ ﾀﾂﾙ 北海道

50 一般競争 テーマチック 48 鉄・本質と色々な姿 守屋 昭彦 ﾓﾘﾔ ｱｷﾋｺ 神奈川県

51 一般競争 テーマチック 48 世界の美術 PARTⅡ VENUS 【ビーナスは縄文時代から】 阿部 敏彦 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 福岡県

52 一般競争 テーマチック 48 織物 北林 利仁 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾆ 北海道

53 一般競争 テーマチック 48 楽しい切手教室（PARTⅡ） 髙村 昌雄 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｵ 愛媛県

54 一般競争 テーマチック 48 国際切手展・国旗・WORLD STAMP（スタンプラリー） 南保 弘 ﾅﾝﾎﾞ ﾋﾛｼ 石川県

55 一般競争 テーマチック 48 飛行機－平和時の翼から戦う翼へ 金成 嘉一 ｶﾈﾅﾘ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

56 一般競争 テーマチック 48 視覚障害と点字 大沢 秀雄 ｵｵｻﾜ ﾋﾃﾞｵ 茨城県

57 一般競争 テーマチック 48 切手で世界の美術館めぐり 青木 章博 ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ 大阪府

58 一般競争 テーマチック 32 オーストラリアの生物 中尾 謹三 ﾅｶｵ ｷﾝｿﾞｳ 奈良県

59 一般競争 テーマチック 32 バドミントン競技 登坂 宏 ﾄｻｶ ﾋﾛｼ 埼玉県

60 一般競争 テーマチック 48 郵便切手のデザイン－モチーフ構成からの分析－ 田辺 龍太 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 東京都

61 一般競争 テーマチック 48 地球、生物の環境保護 日根居 隆 ﾋﾈｲ ﾀｶｼ 高知県

62 一般競争 現代郵趣 48 スペイン切手 1983～1987 岡田 三朗 ｵｶﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 千葉県

63 一般競争 現代郵趣 48 葉書30円の時代 吉良 義一 ｷﾗ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

64 一般競争 現代郵趣 48 戦後の書留郵便 駒木 章夫 ｺﾏｷ ｱｷｵ 神奈川県

65 一般競争 現代郵趣 48 鉄郵速達便 坂手 計夫 ｻｶﾃ ｶｽﾞｵ 鳥取県

66 一般競争 現代郵趣 48 中宮寺仏像・黄味緑50円と封書50円時代の使用例 奥村 達 ｵｸﾑﾗ ﾀﾂ 新潟県

67 一般競争 企画 48 震災切手１銭５厘 狩野 正俊 ｶﾉ ﾏｻﾄｼ 東京都

68 一般競争 企画 32 震災切手 濱谷 彰彦 ﾊﾏﾔ ｱｷﾋｺ 東京都

69 一般競争 企画 48 震災切手、大阪印刷の実用版（プレーティング等） 本池 悟 ﾓﾄｲｹ ｻﾄﾙ 埼玉県

70 一般競争 企画 48 震災切手 1923-24 鎌倉 達敏 ｶﾏｸﾗ ﾀﾂﾄｼ 神奈川県

71 一般競争 企画 48 震災切手 遠藤 浩二 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 福島県

72 一般競争 文献 － 全日本切手展(第1回～第57回全記録) 小藤田 紘 ｺﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 北海道

73 一般競争 文献 － JPSごてんば 平成19年版 JPS御殿場支部 皆川 清和 静岡県

74 一般競争 文献 － うじ郵遊 創立10周年記念誌 日本郵趣協会 宇治支部 荒木 裕美 京都府

75 一般競争 文献 － 郵便消印百科事典 山﨑 好是 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 東京都

76 一般競争 文献 － 日本郵趣協会高知支部会報「郵遊友」 窪田 毅 ｸﾎﾞﾀ ﾂﾖｼ 高知県

77 一般競争 文献 － 郵便史（「日専」を読み解くシリーズ） 丹下 甲一 ﾀﾝｹﾞ ｺｳｲﾁ 東京都

78 一般競争 文献 － 日本の客船とその船内郵便（PartⅣ） 谷 信勝 ﾀﾆ ﾉﾌﾞｶﾂ 東京都

79 一般競争 文献 － 姫路郵趣会・JPS姫路支部・合同会報 姫路郵趣会 会長 山下哲也 兵庫県

80 一般競争 文献 － 株式郵便葉書押印機による印影について（後編） 関 利貞 ｾｷ ﾄｼｻﾀﾞ 長崎県

81 一般競争 文献 － 阪神会報 井間 稔之 ｲﾏ ﾄｼﾕｷ 兵庫県

82 一般競争 文献 － 図録・神戸開港140年記念 切手と郵便資料展－初期郵便資料を中心に－ 切手文化博物館 ｷｯﾃﾌﾞﾝｶﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 兵庫県

83 一般競争 文献 － 越後国 記番印精集 古沢 欣二 ﾌﾙｻﾜ ｷﾝｼﾞ 新潟県

84 一般競争 文献 － 岡山・からす会会報 中嶋 賢一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 岡山県

85 一般競争 文献 － 神戸郵趣会会報 大慈 善雄 ｵｵｼﾞ ﾖｼｵ 兵庫県

86 ふれあい 切手はり絵 － 大切なお米 出口 桜花 ﾃﾞｸﾞﾁ ｵｳｶ 神奈川県

87 ふれあい 切手はり絵 － まりつき 綿貫 幸江 ﾜﾀﾇｷ ﾕｷｴ 千葉県

88 ふれあい 切手はり絵 － 切手貼り絵金閣寺 小森 弘 ｺﾓﾘ ﾋﾛｼ 北海道

89 ふれあい 切手はり絵 － 大原の女 鈴木 のぶえ ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｴ 栃木県

90 ふれあい 自由 16 虫たち 飯島 幸治 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷﾊﾙ 長野県

91 ふれあい 自由 16 アゲハチョウ 宮越 宣博 ﾐﾔｺｼ ﾉﾘﾋﾛ 福井県
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92 ふれあい 自由 16 特殊印・初日印の記念小型シート切手 松下 信彦 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 長野県

93 ふれあい 自由 16 書籍のメータースタンプ 請地 治門 ｳｹﾁﾞ ﾊﾙﾄ 東京都

94 ふれあい 自由 16 世界の帆船切手 内山 敏子 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｺ 埼玉県

95 ふれあい 自由 16 昭和27年以降の皇室行事切手 末益 弘上 ｽｴﾏｽ ｺｳｼﾞｮｳ 千葉県

96 ふれあい 自由 16 封緘はがきと郵便書簡 斉藤 敏郎 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾛｳ 埼玉県

97 ふれあい 自由 16 ヘリコプター１００年の歩み 上田 尚武 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾀｹ 岐阜県

98 ふれあい 自由 16 国際科学技術博覧会 孫 敬子 ｿﾝ ｹｲｺ 東京都

99 ふれあい 自由 16 機種別飛行カバー （Ⅰ）プロペラ機 久保嶋 政威 ｸﾎﾞｼﾞﾏ ﾏｻﾀｹ 静岡県

100 ふれあい 自由 16 雪舟等揚の絵画 玉川 貞夫 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾀﾞｵ 鳥取県

101 ふれあい 自由 16 混合・誤植日付印 井間 稔之 ｲﾏ ﾄｼﾕｷ 兵庫県

102 ふれあい 自由 16 切手になった文化人 谷 喬 ﾀﾆ ﾀｶｼ 長野県

103 ふれあい 自由 16 高松局の大型ボタ印 三木 充 ﾐｷ ﾐﾂﾙ 香川県

104 ふれあい 自由 16 外交関係切手 望月 弘子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｺ 長野県

105 ふれあい 自由 16 大型ボタ印 東京支局 松井 善信 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野県

106 ふれあい 自由 16 切手に描かれた「信州・長野県」 武田 和雄 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｵ 長野県

107 ふれあい 自由 16 ◎アニメ夢工房 久保山 俊秀 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 長野県

108 ふれあい 自由 16 フレーム切手になった信州の風物 花岡 澄雄 ﾊﾅｵｶ ｽﾐｵ 長野県

109 ふれあい 自由 8 ふるさと切手 花、木類 笹木 榮治郎 ｻｻｷ ｴｲｼﾞﾛｳ 長野県

110 ふれあい 自由 16 明治期の統一日付印 入門 野口 喜義 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖｼ 東京都

111 ふれあい 自由 16 開港の舞台となったヨコハマを「絵葉書」を通して、その昔へ想う 駒見 百合子 ｺﾏﾐ ﾕﾘｺ 神奈川県

112 ふれあい 自由 16 世界の汽車切手 岩田 博 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ 岐阜県

113 ふれあい 自由 8 忘れえぬ日々 小泉 博之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 長野県

114 ふれあい 自由 16 湘南ひらつか七夕まつり 今井 節子 ｲﾏｲ ｾﾂｺ 神奈川県

115 ふれあい 自由 16 日露戦争の慰問絵葉書 藤野 力 ﾌｼﾞﾉ ﾘｷ 長野県

116 ふれあい 自由 16 長野オリンピック10周年 柳沢 富貴雄 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｷｵ 長野県

117 ふれあい 自由 8 絶滅に瀕する動物 栗山 昌三 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 奈良県

118 ふれあい 自由 8 源氏物語 辻内 一郎 ﾂｼﾞｳﾁ ｲﾁﾛｳ 奈良県

119 ふれあい 自由 16 エミルタージュの名画切手 御勢 富嗣 ｺﾞｾ ﾄﾐﾂｸﾞ 奈良県

120 ふれあい 自由 16 日本郵政グループ発足の軌跡～郵趣の観点から～ 真鍋 博貴 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 東京都

121 ふれあい 自由 16 手作り切手 笠原 輝幸 ｶｻﾊﾗ ﾃﾙﾕｷ 大阪府

122 ふれあい 自由 16 ＜春節＞と＜年画＞－切手・初日カバーから見た中国御正月の風景 工藤 秀基 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県


