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２０１９年度　第６回全国フォトコンテスト　受賞者及び受賞作品一覧

「旅部門」では、今回は昨年度まで以上に誰が旅をしているのかが明確になってきていた点が今回の良き点と言えます。
「自由テーマ」部門では、正に自由奔放に楽しませてくれる作品が目立ち、見ていてとても面白く感じました。
構図取りする際には、構図に対し被写体である人間の眼を真っ直ぐにして撮影し、人間の眼の感覚に機材を合わせると良い写真が撮れます。
また風景写真では露出(写真の締り）をもう少しプラスかマイナスにてほしかった写真が目立ちました。今回の作品では、写真撮影後のいじりが多く、
編集でいじるよりはきちんとした素材を良く磨いたうえで、撮影時に色や露出等の設定をしてほしいと思います。

※各画題名をクリックして画像をご覧ください。 （受賞者氏名：敬称略）

旅 自由

広島県山県郡北広島町橋山

天香久山を背景にホテイアオイが一面に咲いていました。

雲の形やホテイアオイとの構図が素晴らしく、シャッターチャンスに撮影
しており、フレミングに無駄が無い。
中央の人物の現れたタイミング、その人の歩いている位置等、撮影場所
のタイミングも素晴らしい。

水滴の転げ落ちる前のタイミングをズバリ捉えており、触角についている水
滴もあり、写真撮影のテクニックは完璧である。
シャッターの立ち位置も素晴らしく、機材の使い方を上手くこなしている。

最優秀賞をいただきたいへん驚いています。数年前から写真を趣味とす
るようになって、カメラを片手にでかけることが多くなりました。これからも
ますますカメラライフを楽しみます。

第6回フォトコンテストの結果をいただいて今どきのア行濁点で「え゛！」でし
た。中国四国支部ＯＧ情報提供の河口美穂さん、応募を薦めて下さった舩
倉淑子さん、あれこれ撮り屋の佐々木、この「三位一体」が起こした奇蹟で
す。
でもでも、余命の話に花が咲き、大笑いする年になっての受賞は大変嬉しい
です。評価していただき、ありがとうございました。

最優秀賞

桐山　英雄 中国四国 佐々木　厚子 中国四国

デジタル 夏のひととき プリント ひとつ転げて

奈良県　本薬師寺跡

宮崎県　サンメッセ日南 秩父・美の山

サンメッセ日南のヴォワイアンと一緒にモアイと海を見る。 人々は今眠りの中、夜景雲海に漂いながら見ているのはどんな夢

オブジェのみでなく、人を入れてるところにユーモアを感じる点など、面
白さ・アイデアが素晴らしい。また斜めからの遠近感が良く出ている。
天気も良く青空がきれいに写し出されている。

夜霧と街灯りとのバランスがとても素晴らしい。
この時間でこの場所にて撮影した点も素晴らしい。

優秀賞
竹ノ内　千秋 中部 副田　隆義 九州

プリント 冬支度 プリント 轟く波紋

菅原　裕二 北海道 船塚 和雄 関東

デジタル ヴォアイアンと一緒に！ デジタル 夢の中で

竹田市白水ダム

えっ本当ですか、まさかという感じです。大変光栄です。ありがとうございまし
た。

眠気と後方車のあおり運転、狭い山道に入ると脱輪にも注意しながらの深
夜走行。そうして着いても気象条件（湿度、風、気温）が合わないとただの夜
景。通い続けての1枚に賞をいただき、嬉しい限りです。奥が深い写真の世
界、さらに精進重ねてまいります。

福島　鶴ヶ城

大和郡山

準優秀賞

清水    孝 東北

村岡　正美 九州

デジタル 夕陽能

プリント 阿蘇市波野のソバ畑

収穫を終えた遺跡脇の農地。軽トラで冬支度にやってきた農夫。 ダムの上からもの凄い勢いで落ちてくる轟きわたる波紋に感激。

晩秋の絵画調と軽トラックの傾きを表したところが良く効いている。
陽の光による紅葉の影の捉え方、農夫の捉え方が素晴らしい。

全体的に想像力を掻き立てる造景が面白い作品で、水の迫力を良く捉えて
いる。流れが途中で切れていて、この先を見てみたいところが大変印象的な
作品。

2019年度フォトコンテストに入賞したとのご連絡を頂き、驚きとともに感
謝しております。　岐阜県郡上市の名勝「慈恩禅寺」拝観後、福井県の
一乗谷朝倉氏遺跡に遠征しました。戦で亡くなられた武将達の冥福を祈
念の後、周辺を見渡したところ、一人で農作業しておられる高齢の男性
を見かけました。夕暮れが迫っていた事とあわせて、いかにも高齢化社
会の縮図みたいな寂しさを覚え、シャッターを切りました。夕方のおかげ
で逆光気味だったのが幸だったと思っています。有り難うございました。

フイルムからデジタルになって、撮影が雑になったと思い極力見てもらう人
に伝わる写真をと努力しているつもりですが、なかなか思いどうりにはなりま
せん。今回の作品も、審査員コメントにあるところまで考えて撮ったわけでは
ないので、このように見てくれているのだと感激しています。100歳まであと
22年もあるので、これからもみんなに伝わる写真を撮り続けていきます。受
賞ありがとうございました。

福井・一乗谷朝倉氏遺跡付近

秋祭りで出店の景品落としゲーム

城と桜と人の配置が上手く、城の真っ直ぐ感がきちんと出ている。
少し明るすぎる点が惜しい。

お兄ちゃんが妹さんを上手くサポートしており、ゴム鉄砲で狙っている妹さん
の表情がとてもかわいらしい。

斎藤　百代

髙島  勇夫 関西

プリント いい日　嫁入り

デジタル 狙い撃ち

鶴岡市温海道の駅しゃりん

日本海に沈む夕陽をバックに地元の能が舞われました

神事の夕陽に照らされたシルエット感の荘厳さを表しているところが素
晴らしい。真逆光を良く捉えているが、水平感が無いのは惜しい。

福岡県筑前町

若草山山頂

妻と二人で浮羽町から筑前町へ花見の日帰り旅行へ出かけた。

夕日を背にして立つカップルと二人を見つめる男と鹿が影絵の如し

桜と菜の花と川を上手く入れており、構図が素晴らしく、川の流れの揺ら
ぎを良く捉えている点も素晴らしい。

シルエットの捉え方が上手く、とてもインスタ映えしており、思わず「いいね」
をしたくなるような作品。

麻生　  悟 九州

松森 　和樹 関西

デジタル 草場川の桜並木

デジタル 影 絵

平成からもうすぐ令和へ。お幸せに！！

阿蘇市波野

600万本のそばの花が咲いていました　私の好きな撮影場所です

ピントが合っており、ワイドレンズの使い方も上手く白い花の色が良く再現さ
れており、技術的にとても素晴らしい作品。

関東

審査員
特別賞

井上　　敬 関東 小林　哲二 関東

プリント 白の妖精 プリント 印旛沼　夕景

キプロスの街角 千葉県佐倉市

この真白なストリートパフォーマンスは一体何を意味するのか。 夕暮れの湖面には寝ぐらに帰る鳥の群れが

ポスターと人物の対比が面白いが、下の置物が無ければ尚素晴らし
い。ポスターの目線と人物の目線が上手く合っているが、全体的にカメラ
の位置をもう少し右側に回り込んで撮れば尚良い。

夕陽と影、波と雲の映り込みが素晴らしく、色の対比を良く捉えていてとても
綺麗な作品。
湖面に焦点を合わせていて、長く見てても飽きさせない。

思いがけず受賞のお知らせにビックリしています。シャッターチャンスはどこに
転がっているか分らないものだとつくずく感じました。さらに腕に磨きをかけて
いい作品にチャレンジしたいと思います。有難うございました。

審査員特別賞ありがとうございます。自分では自信が無かったのでびっくりです。
ネイチャーフォトをテーマに趣味の写真を楽しんでいます。これを励みにして、これ
からも良い作品作りに取り組みます。

春を待つ１、２月は厳しくて、家族で耐え抜くひと時を感じる。

未来が平和な世界になりますように！

内田　敏巳 関東

片平　安之

酒井　鈴夫 中部

デジタル 一番乗り

東北

斎藤　百代 関東

今年は雪が少なく雨が降る前の雲が印象的

名古屋市熱田神宮

最後の矢が放たれ我先に的の福を求めて駆け寄る男達です。

デジタル 八ヶ岳

蓼科　部屋からの撮影
佳作賞

西山　裕明 中国四国

大橋　政信 北海道

デジタル 日本最西端の風も強かった

プリント 鉄棒でシンクロ

沖縄県与那国島

デジタル ごごの憩い

プリント 二人の世界

仙台市若林区大沼

昭和記念公園

横浜市都筑区なつみかん公園

与那国島。棕櫚の葉やスカーフが水平に靡く強さでした。

二卵性双生児の孫。顔も性格も違うが、息はピッタリと合っている。
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