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氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名

応募形態 画題 応募形態 画題 応募形態 画題 しゃぼん玉と少女

撮影地 撮影地 撮影地 バーデミューデ、ドイツ
応募時コメント 応募時コメント 応募時コメント バルト海沿岸の町の公園で少女が大きな、しゃぼん玉を捕まえた

氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名

応募形態 画題 応募形態 画題 応募形態 画題 春らんまん

撮影地 撮影地 撮影地 昭和記念公園
応募時コメント 応募時コメント 応募時コメント これ以上の春はありません

氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名

応募形態 画題 応募形態 画題 応募形態 画題 その先は？

撮影地 撮影地 撮影地 京都真如堂付近
応募時コメント 応募時コメント 応募時コメント 娘と親戚の結婚式出席のため京都へ、紅葉にはちょっと早かった
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応募形態 画題

撮影地

応募時コメント

氏名 支部名 氏名 支部名 氏名 支部名
応募形態 画題 応募形態 画題 応募形態 画題 色とりどりの秋花が咲く・美瑛の丘
撮影地 撮影地 撮影地 美瑛市郊外・美瑛の丘

応募時コメント 応募時コメント 応募時コメント 美瑛の丘陵地帯に咲く色とりどりの秋の花々

全体講評

今年の応募作品は、コロナ禍での外出自粛により、遠くに行かず日本で撮影された近場の被写体が多かったです。全体では一定レベル以上のアイデアを捻り、良く工夫された作品が目立ちました。マス
クをした写真も5年～10年もすれば、良き想い出になるので、今のうちに撮っておく事をお勧めします。
写真撮影時には、手振れとピント合わせが重要になってきます。また、加工も程度によっては不自然になる写真が出てくる為、いじり過ぎに注意していただきたいと思います。
来年も今年の応募作品と同じような構図での応募をお願いします。

遠近感を上手く使って撮影している作品。女性の後ろ姿が良い想像を掻き
立てている。

写真全体の構図が素晴らしい。全体では少し黄色が掛っているので、もう
少し淡い自然な色の方が良い。

フォトコンテスト応募作品が思いもよらない高い評価を頂きまして、光栄に思ってお
ります。一昨年は「準優秀賞」、昨年が「優秀賞」を頂戴しましたので、この正月に、
今年はなんとかもう一つ上の賞がいただけるとうれしいがと念じておりましたのが
叶ってこれ以上うれしいことはありません。夏休みを利用した家族７人の中央ヨー
ローバ旅行で、ウィーン「ベルヴェデーレ宮殿」前の庭園で見かけた可愛い幼児を
撮らせてもらいました。散水で偶然出来た虹が作品の情緒を助けてくれました。散
水と幼児に感謝、であります。

パソコン開いて受賞報告にビックリ！写真教室にも入らず、自己流の国内外の景
勝地撮影でしたが、画家友達から写真も絵画も「光・構図・色彩」を重点にと教えら
れプラス自動ピントあわせから微調整をした最初の作品でした。
これからも健康が続く限りこの受賞を糧に撮り続けたいと思います。審査員特別賞
ありがとうございました。

昨年に引き続いての受賞ありがとうございます。とても嬉しいです。PCが
無いので、別の人のPCでHPを見てみます。

２０２０年度　第７回全国フォトコンテスト　受賞者及び受賞作品一覧　【応募日順　　応募会員数：６４名　　応募作品数：１６１点】

中国四国 井上　　敬

熊本市

プリント 談笑

唐津市呼子町

関東
プリント 扇の棚田 デジタル 元気です！！熊本城　 デジタル

最優秀賞

優秀賞 審査員
コメント

受賞の
喜びの声

準優秀賞 何千キロの旅立ちの前に蜜を吸うアサギマダラ。

熊本県産山村

祭開始までのひととき、年寄りの笑いに引きつけられて笑う男性

日本棚田百選のひとつ熊本県阿蘇地方の山間にある美しい棚田です 復旧が進む熊本城の大天守外観復旧を記念した特別公開

審査員
コメント

二度と見ることのできない構図を選択したところが素晴らしい。来年
も是非同じ位置（アングル）から撮影していただき、応募していただく
ことに期待している。

受賞の
喜びの声

熊本地震から４年過ぎ、熊本城復旧の様子を、一人でも多くの方に見ていた
だきたいと思い応募しました。その思いを取り上げていただきありがとうござ
います。また、スマホ撮影でも受賞できたという事で、全国のOB・OGの皆さ
んの応募が増えることを期待しています。

村岡 　正美 九州 永田　豊 九州

山口県防府市

親鳥が運んでくれるエサを待つ子供たちです。

白井市　清水口調整池

夏の終わりの庭先に蝶々がガーベラに一心不乱

審査員
コメント
小鳥が口を開けて親鳥のえさを待っている瞬間を捉えたことが素晴
らしい。出来ればもう少しアップして撮影していただきたかった。 審査員
コメント

日の丸構図が素晴らしい。またピントが良く合っており、とても良い瞬
間を捉えている。

審査員
コメント

森本　喜美子

画題の通り「扇形」がとても良くわかる構図になっているのが素晴ら
しい。

この度は大変な賞をいただき驚いています。６０の手習いで始めた写真　ＪＴ
Ｂの旅行で知り合った方から誘われてアマチュア写真グループ「写団われも
こう」に入会年2回地元のデパートで開催の写真展に出展しています。出会
いを大切に・感動を大切に・一期一会で元気を貰います。有難うございまし
た。

審査員
コメント

受賞の
喜びの声

（受賞者氏名：敬称略）

副田　 隆義 九州

審査員
コメント

受賞の
喜びの声

背景のお祭りの寄付金を感謝の意を込め褒め称えており、これだけ
集まったのだよ！と言った３人の笑顔がとても素晴らしい。また３人
の顔の後ろが白いので、顔の血色がよく映えている構図もとても良く
出来上がった作品だ。

受賞ありがとうございました。祭りなどで撮るスナップは、被写体が動くので
なかなか思いどおりに撮ることが出来ませんでしたが、この写真の場合、祝
い酒が一口入っているのでしょうか、土の上に座り込んで談笑する二人のお
年寄りとその側で話を聞きながら微笑んでいる中年の男性の三人に笑顔に
引き付けられ撮った中の1枚です。笑いはいいですね。

関東
デジタル ツバメの子 デジタル ガーベラに蝶々 プリント

山腰 和伸 関東 中村　豊子

広島県八幡高原 三重県津市丸之内入賞

佐々木　厚子 中国四国
プリント 北の海から山に来たクリオネ合唱団

広島県山県郡北広島町橋山

湿原を歩いていると烏アゲハが飛んできてお互い一休み！ 手筒花火のふりそそぐ火の粉全身に浴びる度胸

デジタル 花と蝶 プリント 男気

小林　哲二

デジタル

朝日を浴びた満開の陽光桜に出会いました

審査員
コメント

四街道市・池花公園

デジタル
北海道児子　敏明 中国四国 上之郷　陽一 関西 青島 　繁夫

関東 佐藤　　充 東北

審査員
コメント

一瞬の捉え方がお見事だ。また子供の立ち位置が真ん中でなく、端に写っ
ている構図も素晴らしい。

嬉しいお知らせをありがとうございました。北ドイツのバーデミューデのバルト海の
海岸通りで可愛いい女の子たちが大きなしゃぼん玉で遊んでいました。動き回るし
シャボン玉も形を変えるので難しかったですが、何とか撮影しました。これを糧に又
一年興味ある被写体を求めて写真を撮りたいと思います。ありがとうございました。

審査員
コメント

中部
プリント 虹をつかむ

オーストリア・ウィーン

モロッコの路地裏（老婆）

鈴木　 憲治 関東
デジタル 朝日を浴びて（陽光桜） デジタル アサギマダラ　旅立ちの前に デジタル

正に画題にマッチしており、「虹」と虹を掴んでいる「子供」など全体
の色合いが素晴らしい。

受賞の
喜びの声

シャウエン（モロッコ）

竹ノ内　千秋

撮影時での色合いが上手く、遠近感もあり良い瞬間を捉えている。
またカラフルな色の布と老婆との調和が良い。

受賞の
喜びの声

受賞の
喜びの声

山田　  功 中部
デジタル 仲良し

我が家の庭

山形野草園

杉　　　孝 関東

家々の壁が青く塗られた迷宮の街シャウエンの朝の光景です

会長
特別賞

散水に戯れる幼児が現れた虹を掴んでるみたいに見えました。

審査員
コメント
逆光で花びらが透けてとても綺麗だ。ぼかし方をうまく使って、良く撮
れている作品。 審査員
コメント

ピントが良く合っており、とても良い瞬間を捉えている。もう少し花が
良く見えるように撮影してもらえれば尚良い。

審査員
特別賞

今年も仲良く我が家の庭にやってきました。

アイデア賞

ある朝全部の葉脈に滴！これは何と！朝日をみんなと受けました。

審査員
コメント

小鳥（めじろ？）の眼が良く撮れていて、リンゴの赤色との取り合せ
が明るく撮れている。非の打ちどころのない良い瞬間を捉えた作品。

審査員
コメント

雨上がりのチャンスに、クリオネをみたてているところが、良い感性を
持った作品。ピントとぼかしが上手くマッチしていて、光の捉え方も上
手く、標題が良い。
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