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１ 金賞（５名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第２部門 金　賞 旧大正毛紙切手 長竹　一彦 栃木県

第２部門 金　賞 田沢切手　支那加刷・軍事加刷 山田　祐司 長野県

第３部門 金　賞 アメリカ合衆国，1861-1869 佐々木　孝弘 東京都

第４部門 金　賞 日本郵便創業史 山﨑　好是 東京都

第８部門 金　賞 フランス横浜郵便局 松本　純一 東京都

２ 金銀賞（１５名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第２部門 金銀賞 記号入切手　手彫～菊切手 戸沢　克比古 神奈川県

第２部門 金銀賞 菊切手時代の在外局加刷切手 太田　克己 香川県

第２部門 金銀賞 日本占領下の海軍担当地域（ＰａｒｔⅡ） 玉野　義明 東京都

第２部門 金銀賞 19世紀の普通葉書 幡中　民道 兵庫県

第２部門 金銀賞 日本郵趣史（1871～1971） 谷　喬 長野県

第４部門 金銀賞 金子入り書状と価格表記郵便 石川　勝己 東京都

第４部門 金銀賞 日本軍事郵便史1894～1906 志水　正明 兵庫県

第４部門 金銀賞 震災郵便史 遠藤　浩二 福島県

第４部門 金銀賞 大型ボタ印 大西　枚宣 神奈川県

第４部門 金銀賞 ツェッペリン伯爵号LZ127の世界一周飛行郵便-1929 織田　恭輔 神奈川県

第５部門 金銀賞 画家たちの肖像史～ガラス鏡普及から写真機発明前まで～ 江村　清 神奈川県

第５部門 金銀賞 天気の変化と予報 登坂　宏 埼玉県

第７部門 金銀賞 昭和切手　1937-1946 斎　享 宮城県

第７部門 金銀賞 昭和切手時代の急速郵便 池田　健三郎 神奈川県

第７部門 金銀賞 昭和切手の沖縄使用　1937-48 石澤　司 東京都

３ 銀賞（１５名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第１部門 銀　賞 桜の国・日本 黒岩　愛 兵庫県

第１部門 銀　賞 世界のクラシックカー 葛原　優太 三重県

第２部門 銀　賞 U小判 長野　行洋 東京都

第２部門 銀　賞 第1次日光国立公園切手 小宮山　能康 長野県

第２部門 銀　賞 穿孔切手 梶本　卓 徳島県

第２部門 銀　賞 <支那>加刷　菊・田沢・はがき　1銭5厘 柳川　英幸 静岡県

第３部門 銀　賞 フェルディナンド・ミディアムヘッド 板橋　祐己 神奈川県

第３部門 銀　賞 アルゼンチン　1935～51シリーズ 寺本　尚史 和歌山県

第４部門 銀　賞 羽後国・初期の郵便印 土田　孝弘 秋田県

第４部門 銀　賞 私製はがきの外国宛使用 安藤　源成 岡山県

第４部門 銀　賞 私製外信葉書 小宮山　賢 東京都

第４部門 銀　賞 中國－戦後國際航空便 川﨑　徹夫 埼玉県

第５部門 銀　賞 ファシズムの台頭と第二次世界大戦 北村　定従 石川県

第５部門 銀　賞 聴覚障害 大沢　秀雄 茨城県

第８部門 銀　賞 全日本切手展 小藤田　紘 北海道



４ 銀銅賞（２０名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第１部門 銀銅賞 ぼくのどうぶつえん 石橋　純大 埼玉県

第１部門 銀銅賞 世界遺産 上野　孝晃 奈良県

第２部門 銀銅賞 風景切手 橋本　榮治 神奈川県

第２部門 銀銅賞 乃木2銭 沼﨑　弘幸 秋田県

第３部門 銀銅賞 米国のコイル切手1923-1938 奥山　昭彦 長野県

第４部門 銀銅賞 書留番号表示法の変遷（戦前）-東京・深川局及び管内局- 鎌倉　達敏 神奈川県

第４部門 銀銅賞 速達郵便史 浅野　周夫 秋田県

第４部門 銀銅賞 昭和切手時期の郵便1937-47 大井　道夫 千葉県

第４部門 銀銅賞 岩代若松の郵便印（不統一印～二重丸型印） 万波　久彌 福島県

第４部門 銀銅賞 米国郵政の公用業務航空郵便史1911-38年 和田　文明 福岡県

第５部門 銀銅賞 戦前の皇室（天皇家と宮家） 高木　康之 兵庫県

第５部門 銀銅賞 魚介と人々 長谷川　良治 石川県

第５部門 銀銅賞 橋の形態 北林　利仁 北海道

第５部門 銀銅賞 MOTOR　SPORT 原　一明 神奈川県

第６部門 銀銅賞 韓国の有形・無形文化財 孫　敬子 東京都

第７部門 銀銅賞 第1次昭和切手 西　正勝 神奈川県

第８部門 銀銅賞 全国郵便局名録2008 山﨑　好是 東京都

第８部門 銀銅賞 風景印2008 山﨑　好是 東京都

第８部門 銀銅賞 会津地方の郵便局と郵便印（一）-会津若松市- 万波　久彌 福島県

第８部門 銀銅賞 絵葉書のなかの土佐「移ろいゆく時代の記憶」
高知県立

歴史民族資料館
高知県

５ 銅賞（２０名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第１部門 銅　賞 切手になった女性 長井　円香 兵庫県

第２部門 銅　賞 風景切手 若園　泰三 三重県

第２部門 銅　賞 楠公はがきの使用例 柴田　俊勝 愛媛県

第２部門 銅　賞 小型二重丸電信印 中山　俊一 静岡県

第３部門 銅　賞 スイス切手のマージン（耳紙） 杉山　仁 岐阜県

第４部門 銅　賞 越後国の記番印とボタ印 奥村　達 新潟県

第４部門 銅　賞 東京の日付印 駒木　章夫 神奈川県

第４部門 銅　賞 播磨國　丸一型郵便印時代の書留郵便 山中　一兌 兵庫県

第４部門 銅　賞 郵便料金改正～明治16年から昭和26年まで～ 野口　喜義 東京都

第５部門 銅　賞 地球学の開祖　アレキサンデル・フォン・フンボルトの生涯 今井　徹 福島県

第５部門 銅　賞 橋（橋梁） 岡田　三朗 千葉県

第５部門 銅　賞 世界の橋（古代から現代まで） 南保　弘 石川県

第５部門 銅　賞 飛行機　プロペラ機からジェット機へ 金成　嘉一 東京都

第６部門 銅　賞 奥の細道シリーズ 須谷　伸宏 大阪府

第７部門 銅　賞 第1次昭和切手 濱谷　彰彦 東京都

第７部門 銅　賞 昭和切手の訴訟書類使用例 岡本　哲 岡山県

第８部門 銅　賞 アンカー郵便料金計器印影集 石井　孝秋 東京都

第８部門 銅　賞 第12回全国大会記念文集2008 中﨑　眞司 広島県

第８部門 銅　賞 JPSごてんば　平成20年版 JPS御殿場支部 静岡県

第８部門 銅　賞 日本郵趣協会高知支部会報「郵遊友」 窪田　毅 高知県

６ 奨励賞（３名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

第１部門 奨励賞 日本の昔ばなし 小池　真未 奈良県

第１部門 奨励賞 日本の自然（鳥） 小池　一輝 奈良県

第１部門 奨励賞 年賀切手 小櫻　貴文 福岡県



７ 郵便事業株式会社特別賞（４名） （敬称略）

部門 賞 題名 氏名 都道府県

自由 郵便事業株式会社特別賞 切手に見る源氏物語1000年のロマン 尾形　慶子 神奈川県

切手はり絵 郵便事業株式会社特別賞 － 奥野　幸子 和歌山県

絵封筒 郵便事業株式会社特別賞 － 安田　奈緒美 東京都

押し花はがき 郵便事業株式会社特別賞 － 近藤　加奈子 神奈川県

８ ふれあい賞（１８名） （敬称略）

部門 賞 題　名 氏　名 都道府県

自由 ふれあい賞 吉田物語 吉田　永次郎 埼玉県

自由 ふれあい賞 名古屋の試行印と改造印 石代　博之 愛知県

自由 ふれあい賞 お年玉小型シートと越年カバー 藤野　力 長野県

切手はり絵 ふれあい賞 － 斎藤　敏郎 埼玉県

切手はり絵 ふれあい賞 － 室井　清夏 東京都

切手はり絵 ふれあい賞 － 室井　怜夏 東京都

切手はり絵 ふれあい賞 － 高木　康有 東京都

切手はり絵 ふれあい賞 － 谷岡　恵那 埼玉県

絵封筒 ふれあい賞 － 新堂　恵子 大阪府

絵封筒 ふれあい賞 － 古賀　文子 佐賀県

絵封筒 ふれあい賞 － 丸山　権三郎 兵庫県

絵封筒 ふれあい賞 － 田原　瑞恵 神奈川県

絵封筒 ふれあい賞 － 三原　黎香 東京都

押し花はがき ふれあい賞 － 萩原　禮子 静岡県

押し花はがき ふれあい賞 － 鈴木　麻里 東京都

押し花はがき ふれあい賞 － 諸隈　徳英 東京都

押し花はがき ふれあい賞 － 大川　達也 東京都

押し花はがき ふれあい賞 － 熊倉　千代子 東京都


