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第２７回 水とのふれあいフォトコンテスト グランプリ（国土交通大臣賞） 一斉放水 石塚　賢宏 水の週間実行委員会

第３８回　新居浜太鼓祭り写真コンテスト グランプリ（新居浜市観光協会会長賞） 一宮の杜 別宮　幸二 一般社団法人 新居浜市観光協会

休暇村　ふれあい写真コンテスト 休暇村協会賞 晩秋を楽しむ 川崎　幸雄 休暇村協会、日本旅行写真家協会

休暇村　ふれあい写真コンテスト 日本旅行写真家協会賞 冬空に舞う 久松　典子 休暇村協会、日本旅行写真家協会

第２３回　葛城の道と巨勢の道フォトコンテスト 御所市観光協会会長賞 つらつら椿の咲くころ 曽山　邦次 御所市観光協会

第６回　秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞 文化賞 耐えて咲き誇る 佐々木　壽英

秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞実行委員会

米沢市、米沢市教育委員会

羽生市コスモスフェスティバル第２０回コスモス写真コンテスト 最優秀賞 ドラマチックモーニング 安川　純 コスモスフェスティバル実行委員会、羽生市役所農政課

第５３回　いたばし花火大会 写真コンテスト（カメラ部門） グランプリ 華火の空に登る月 安川　純 いたばし花火大会写真コンテスト実行委員会（板橋区観光協会）

関西本線フォトコンテスト　平成２３年度「関西本線から見える風景」 最優秀賞 「木津川」を渡って 松岡　琴二 関西本線複線電化促進連盟（三重県地域連携部交通政策課）

「信州・橋のある風景」写真コンクール 長野県知事賞 晴天下の雄姿 増田　恵 信州・橋の日推進協議会

ナガノおさんぽカメラVol.2フォトコンテスト 最優秀作品賞 雨中紅葉 増田　恵 ながの「四季の彩り」キャンペーン実行委員会

信州 小川村観光協会 フォトコンテスト（秋冬の部） 大賞 宇宙へ 増田　恵 小川村観光協会

信州須坂しあわせ雛祭り「しあわせ写真展」（動物部門） 最優秀賞 にらめっこ 増田　恵 信州須坂の町のしあわせ雛祭り実行委員会

第３３回十日町市観光写真コンテスト 推薦 さつきのぼりの下で 星　正太郎 一般社団法人 十日町市観光協会

『県民が見た世界遺産』写真コンテスト　第2部門「世界遺産と人間」 金賞 善男　善女 井出　博之 神奈川県立地球市民かながわプラザ

豊北町観光フォトコンテスト 会長賞 角島灯台と夕陽 浅野　勝昭 豊北町観光協会

ふじのくに芸術祭2012美術部門写真展 静岡県芸術祭賞 日輪昇陽 鈴木　義二 静岡県、静岡県教育委員会、静岡県文化協会

熊谷元一写真展コンクール 元一写真大賞 捕った～！ 河合　建 長野県阿智村・信濃毎日新聞社

NEXCO西日本グループ 第８回フォトコンテスト2012 冬 最優秀賞 除雪車出動 来栖　旬男

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

NEXCO西日本グループ 第９回フォトコンテスト2012 春・夏 最優秀賞 萌え立つ近江大鳥橋 福田　尚人

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

第１２回　十和田市写真コンテスト 最優秀賞 破鏡の湖 斎藤　茂 一般社団法人 十和田市観光協会

森林とのふれあいフォトコンテスト 最優秀賞 大杉の鼓動 森崎　進 三重県

第２５回　２０１２上尾シティマラソン写真コンテスト グランプリ 必死に給水 阿久澤　道弘 上尾シティマラソン実行委員会

第６５回　岩手芸術祭美術展 芸術祭賞 迎え火 菅野　敬夫 岩手芸術祭実行委員会

第３８回　千葉県民写真展　 最優秀賞グランプリ はじける 大川　正宏 全日本写真連盟千葉県本部、朝日新聞社

第１２回　となみ野散居村フォトコンテスト 散居村大賞 虹 今藤　正昭 砺波市

「視点」2012 視点賞 厳冬　警戒区域 尾崎　孝史 日本リアリズム写真集団視点委員会

ぎふ観光フォトコンテスト2012 グランプリ 長良川に２人 久野　そらん 公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会

槐の会写真展「四季の鶴岡八幡宮」 鶴岡八幡宮　宮司賞 -息を呑む-柳原神池 椎林　隆夫 鶴岡八幡宮　槐の会

2011日光フォトコンテスト 最優秀賞 誘いの道 辰巳　功 日光市、日光市教育委員会、日光フォトコンテスト実行委員会

第３７回　千葉県民写真展 最優秀賞グランプリ 夕日に映えて 橋本　昭三 全日本写真連盟千葉県本部、朝日新聞社

『県民が見た世界遺産』写真コンテスト　第1部門　「世界遺産と川柳」 金賞 夕映えの聖地 田中　可一 神奈川県立地球市民かながわプラザ

第７回　富士山百景写真コンテスト グランプリ 希望の朝 小口　雅裕 静岡県富士市観光課

「やさい王国昭和村」フォトコンテスト　ジュニアの部門 グランプリ　昭和村長賞 緑の草原 室田　翔斗 昭和村、「やさい王国昭和村」フォトコンテスト実行委員会

「やさい王国昭和村」フォトコンテスト　一般の部門 グランプリ　昭和村長賞 大地の植え付け 黛　明美 昭和村、「やさい王国昭和村」フォトコンテスト実行委員会

第６回　東京水辺百景フォトコンテスト 金賞 見送り 田中　和夫 公益財団法人　東京都公園協会

第７回　花見山フォトコンテスト 秋山庄太郎賞 夕日に映える 渡邉　恒良 株式会社第一印刷

相模原市総合写真祭「フォトシティさがみはら2012」 金賞 記念写真 相馬　公司 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら実行委員会

庄内観光フォトコンテスト2012（春夏の写真） 最優秀賞 霧の中 三浦　一喜 庄内観光コンベンション協会

第３１回　川の写真コンクール　中学校の部 金賞 歪む世界 津谷　知葉 国土交通省関東地方整備局

第３２回　全国ペット写真コンテスト ペット大賞　環境大臣賞 きゃ～　くすぐったい 勝見　淳 公益社団法人 日本愛玩動物協会

第６２回（２０１２年）長野県写真県展 単写真の部　推薦 何これ？ 大原　瑛久 信濃毎日新聞社、長野県写真連盟

第６２回（２０１２年）長野県写真県展 新人の部　推薦 春のリズム 久保田　田鶴子 信濃毎日新聞社、長野県写真連盟

第１３回　上野彦馬賞　－九州産業大学フォトコンテスト－　一般部門 上野彦馬賞 シリア内戦、アレッポ攻防 八尋　伸 九州産業大学、毎日新聞

第３１回　川の写真コンクール　高等学校の部 金賞 心をあわせて 大南　藍 国土交通省関東地方整備局

平成２４年度　「藤枝まちみち」作品コンテスト 最優秀賞 峠道を颯爽と 岩本　喜六 藤枝市

第２７回海岸愛護写真コンクール 国土交通大臣賞 真冬の海岸にて 齊藤　雄治 社団法人 全国海岸協会

相馬 野馬追フォトコンテスト グランプリ 人馬一体 朝内　大助 社団法人 原町観光協会

富士忍野グランプリフォトコンテスト グランプリ 霧氷 後藤　重行 忍野村役場

2012　堀内カラーフォトコンテスト 金賞 阿波っ子 小原　三津枝 株式会社堀内カラー

「電気のふるさと」フォトコンテスト 最優秀賞 寒風の中で 小椋　利昭 一般財団法人 電源地域振興センター

岐阜県高等学校総合文化祭写真展 最優秀賞 疾走 棚橋　佳大 岐阜県教育委員会

岐阜県高等学校写真コンテスト 最優秀賞 シルエット 服部　里緒菜 岐阜県高等学校文化連盟写真部会

第１３回　上野彦馬賞　－九州産業大学フォトコンテスト－　高校生・中学生部門 上野彦馬賞ジュニア大賞 Ｔｅｅｎｓ 杉田　友里 九州産業大学、毎日新聞

世羅高原　ひまわりフォトコンテスト２０１２ 金賞 元気全開 高橋　良惇 世羅高原農場

第１８回田浦観光写真コンクール 横須賀市長賞 田浦の朝 苧坂　隆 横須賀市田浦観光協会

第１６回総合写真展 内閣総理大臣賞 レンガを運ぶ男 吉村　幸夫 公益財団法人 国際文化カレッジ

第２４回日野観光写真コンクール 推薦（読売新聞大阪本社賞） 小さい秋 富本　武且 日野観光協会、読売新聞大阪本社

第２４回日野観光写真コンクール 推薦（日野観光協会会長賞） 霧氷咲く 中西　博樹 日野観光協会、読売新聞大阪本社

Ｇサミット２０１３写真展　出品作品一覧　（順不同）
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岡崎市ホタル学校フォトコンテスト2012 推薦 くの字 谷川　智洋 岡崎市環境部自然共生課

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕だめしコース　こども＆赤ちゃん部門 グランプリ ぼく座っているのは苦手！！ 中島　友子 フォトカルチャー倶楽部

2011秦野観光写真コンクール 推薦 ひまわり畑のカメラマン 平野　君子 一般社団法人 秦野市観光協会

第５３回青森県美術展覧会 グランプリ 鬼神社の裸参り 土屋　隆昭 一般社団法人 青森県文化振興会議、青森県

養老公園フォトコンテスト2011 最優秀賞 秋日 横井　貞之 養老公園事務所

平成２３年度　野生動物写真コンテスト「自然界に生きる野生動物たち」 最優秀賞・環境大臣賞 群がるカップル 田中　康夫 一般財団法人 自然公園財団

第９回秩父鉄道写真コンテスト（SL部門） 推薦（秩父鉄道社長賞） 力走　ファーストラン 徳田　稔 秩父鉄道株式会社

第９回秩父鉄道写真コンテスト（観光部門） 推薦（秩父鉄道社長賞） 早春の宝登山 佐野　直 秩父鉄道株式会社

宮崎県美術展 大賞 黎明 小川　忠之 宮崎県教育委員会、宮崎県立美術館

第５回　川の国埼玉フォトコンテスト　ジュニア部門 最優秀賞 春の東川 谷山　ゆみ 埼玉県、社団法人 埼玉県物産観光協会

しまね路の旅・フォトコンテスト2012 大賞 匠の座 池尻　文雄 公益財団法人 しまね文化振興財団

第５回　川の国埼玉フォトコンテスト　一般部門 最優秀賞 甌穴のある川 関根　伊佐男 埼玉県、社団法人 埼玉県物産観光協会

第３７回　2012 JPS展 文部科学大臣賞 竜宮への入口 川口　新実 公益社団法人 日本写真家協会

第７回　クボタフォトコンテスト　「ふるさとの祭り」の部 最優秀賞 曳き出し（挙母祭り） 星川　明美 株式会社クボタ

第７回　クボタフォトコンテスト　「がんばろう日本」の部 最優秀賞 明日に向かって 柳瀬　真 株式会社クボタ

第７回　クボタフォトコンテスト　「ふれあい紀行」の部 最優秀賞 初詣の帰り道 蒲澤　隆治 株式会社クボタ

平成２３年度　寒河江十景写真コンクール 特選 朝焼け 川越　久 寒河江市

平成２４年度　花咲かフェアINさがえ写真コンテスト 花咲かグランプリ 花咲かバンザイ 布川　貞雄 花咲かフェアINさがえ実行委員会

第１６回　A.M.A.公募「AMATERAS展」 グランプリ 氷泥の海 辰野　邦次 A.M.A.アマテラスの会

環境フォト・コンテスト2013 環境大臣賞/環境フォト大賞 飛躍 若杉　元 株式会社プレジデント社

第４６回　キヤノンフォトコンテスト グランプリ 陽光 渡辺　和幸 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

平成２３年度　鹿追町の魅力発見！フォトコンテスト 大賞 天の川・リバーサイド野営場 岩崎　量示 鹿追町・鹿追町観光協会

平成２４年度　鹿追町の魅力発見！フォトコンテスト 大賞 森の響き 鎌田　祥子 鹿追町・鹿追町観光協会

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏　腕だめしコース　こども＆赤ちゃん部門 グランプリ まかせてね 永井　薫 フォトカルチャー倶楽部

ペンタックスリコーフォトコンテスト グランプリ 土壁 中村　邦夫 ペンタックスリコーイメージング株式会社

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕自慢コース　自由部門 グランプリ 書 市川　清一 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕だめしコース　自然部門 グランプリ とびます 保田　和昭 フォトカルチャー倶楽部

2012「しまねの森林」フォトコンテスト 最優秀賞 山登りの日 行長　好友 「しまねの森林」発行委員会

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕だめしコース　自然部門 グランプリ プライド 宇野　浩之 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕自慢コース　風景部門 グランプリ 噴火 下川　武治 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕だめしコース　ペット部門 グランプリ 仲良し 長谷川　綾 フォトカルチャー倶楽部

第９回　タムロンマクロレンズフォトコンテスト グランプリ 淡いＭＩＷＡＫＵ 樫野　秀基 株式会社タムロン

2011　鉄の歴史村フォトコンテスト 最優秀賞 陽春の桂の芽 安達　彰 公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕だめしコース　旅部門 グランプリ Ｓｈｉｎｅ 鈴木　明 フォトカルチャー倶楽部

第７回　輝け！フジカラーフォトグランプリ グランプリ 星降る三本杉 金子　範夫 株式会社新潟フジカラー

ネイチャーズベストフォトグラフィージャパン2012　自然フォトコンテスト グランプリ ぼくここにいるよ 小藪　豊喜 一般財団法人 ネイチャーズベストフォトグラフィージャパン

第２０回 「豊かなウォーターフロント」2012フォトコンテスト 国土交通大臣賞（最優秀賞） 港の守り 田中　和夫 公益社団法人日本港湾協会、港湾海岸防災協議会

第２０回　記念　萩・夏みかんまつり　萩・初夏の風景フォトコンテスト2012 最優秀賞 初夏のかおりの中で 内山　省三 萩・花ごよみ実行委員会

第２９回　萩・椿まつり写真コンテスト 最優秀賞 椿のオブジェ 山崎　正博 萩・花ごよみ実行委員会

着物ウィークin萩　着物フォトコンテスト2012 グランプリ 秋雨の止む頃に 冨岡　直士 着物ウィークin萩実行委員会（社団法人 萩市観光協会）

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕自慢コース　自由部門 グランプリ 視線 渡部　久恵　 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕だめしコース　旅部門 グランプリ カメラ列車 伊藤　直裕 フォトカルチャー倶楽部

第５２回　富士フイルムフォトコンテスト フジコン大賞 陽炎 小柴　宗子 富士フイルム株式会社

ピクトリコ フォトコンテスト２０１１　ファミリー部門 グランプリ Drawing 酒井　宏樹 株式会社ピクトリコ

ピクトリコ フォトコンテスト２０１１　ネイチャー部門 グランプリ 瞬宴 椎葉　亜矢子 株式会社ピクトリコ

ピクトリコ フォトコンテスト２０１１　自由部門 グランプリ 化石のある場所 佐藤　仁 株式会社ピクトリコ

よみうり風景写真コンテスト2012 グランプリ 湖畔の春 藤野　芳正 読売新聞社

第３４回よみうり写真大賞　２０１２年　ニュース＆ドキュメンタリー部門 大賞 ランドセルに日食 山田　悦雄 読売新聞社

第３４回よみうり写真大賞　２０１２年　テーマ部門 大賞 大関を投げる 渋谷　光世 読売新聞社

2012全日本読売写真クラブ展 最優秀賞 餌を待つ 紫牟田　潤一 読売写真クラブ

秋山庄太郎「花」写真コンテスト2012 グランプリ 鷺飛翔 山田　信一 秋山庄太郎「花」写真コンテスト実行委員会

「写真の日」記念写真展・２０１２　自由部門 外務大臣賞 雪の日の体力作り 松本　洋子 

「東京写真月間2012」実行委員会

公益社団法人 日本写真協会・東京都写真美術館

「写真の日」記念写真展・２０１２　ネイチャー部門 環境大臣賞 水無月の宵 島元　慶子

「東京写真月間2012」実行委員会

公益社団法人 日本写真協会・東京都写真美術館

第５８回 全国写真展覧会　 内閣総理大臣賞 和佐谷橋にて 堀　光治 一般社団法人 日本写真文化協会

秋山庄太郎記念【第２０回湯沢高原フラワーフォト・コンテスト】　　 花の部　秋山庄太郎賞 太陽に近い花 早川　恭弘 スノーリゾートサービス株式会社

カシャカシャ♪カセ鳥フォトコンテスト グランプリ 雪の中の演舞 斎藤　かよ子 かっかっかーのカセ鳥応援隊

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕自慢コース　風景部門 グランプリ パール富士 石川　欽庸 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１１秋冬 腕だめしコース　ペット部門 グランプリ コネコ ジャンプ 菓子谷　梨沙 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕自慢コース　人部門 グランプリ 兄弟 小野寺　智之 フォトカルチャー倶楽部

３６５日フォトコンテスト２０１２春夏 腕だめしコース　自由部門 グランプリ 夜空を望む 湯浅　光則 フォトカルチャー倶楽部

日本の祭り写真コンテスト2012　腕自慢部門 グランプリ 力走逞しく 平野　君子 フォトカルチャー倶楽部

日本の祭り写真コンテスト2012　腕だめし部門 グランプリ 雨に嬉し（よさこい祭り） 平井　すみえ フォトカルチャー倶楽部
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