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ご挨拶

このたび、下記の後援、ご協賛のもとに、広く
一般の写真愛好家の皆様から作品を募り、
公募展「第２９回東京フォト・サロン」を開催い
たします。

「東京フォト・サロン」は、写真作品を通じて皆
様方の生活文化向上に役立とうとするばかり
でなく、写真愛好家に作品発表の場を提供
し、お互いが切磋琢磨しより良い作品づくりと
レベルアップにも役立ちたいと考えております。

平成29年12月16日
主催 全東京写真連盟
後援 一般社団法人 日本写真作家協会
協賛 東京写真材料商業協同組合



大賞グランプリ
東京都議会議長賞・東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「夏の終わりに」 伊藤 寿之

逆光の中でシャワーする男たちの足元だけを見事に切り取っています。海岸での水遊びで
汚れた足を洗い流す姿なのに、美しい光線の効果もあってまるで厳粛な仏教行事のように
も見えます。
この季節に拝見すると長く伸びた影からは短かかった今年の夏の終わりとともに、目まぐ
るしく過ぎ去っていった１年の終わりをも感じさせられる作品となっています☆

審査員講評（HARUKI先生）



最優秀賞
日本写真作家協会賞・東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「空を走る」 湯原 章綱

躍動感あふれる瞬間を流し撮りで捉えた作品ですね。後方に流れる樹木のシルエットや、
馬体の白と重なる背景の色味などもスピード感に加えて品を感じます。日常生活でも馬
とのふれあいが珍しくないアメリカ、ヨーロッパ諸国やオセアニアなどの国と比べて馬
術競技はあまり芳しくない我が国ですが、３年後の東京オリンピックにはぜひ期待した
いものですね☆

審査員講評（HARUKI先生）



優秀賞
東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「スタック・ポインター」 門間 正之

モデルさんのポーズや構成されている色味など全体的に甘い印象を受ける仕上げになって
います。被写体とカメラマンとの共同作業が作り上げた、なんとも言えないトロ～リとし
たスイーツみたいな感じが現代的な素敵なポートレート作品です。

審査員講評（HARUKI先生）



奨励賞
東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「群れ」 荒井 秀雄

煌めく波間を漂うカモたちの群れ。日本の中ではどこでも見られる普遍的な平和な風景
の象徴と言ってもいいでしょう。最近では地球温暖化の進行からの影響なのか異常気象
が全国各地で起こっています。こうした状況の中でものんびりした穏やかな光景という
ものがいつまでも続くことを願ってやみません。

審査員講評（HARUKI先生）



特選 全東京写真連盟賞

「参道の舞」 亀山 義秋 「厳冬の裸まつり」 末吉 穣

「一瞬の輝き」 横塚 英夫



入選 全東京写真連盟賞

「初台に踊れ！」 臼杵 辰朗

「大好物ゲット」 甲斐 幸士

「Ｙｏｕ ＆ Ｉ」 木村 翔

「風浪落日」 渡辺 一夫

「ときめく時」 佐土原 光司



佳作 全東京写真連盟賞

「Water Spin」 石川 玲 「昆布拾い」 磯部 正和

「雪中運行」 篠塚 剛志

「我に続け」 芝本 勲

「竜頭ノ滝」 沖野 武

「がんばれ！ＯＨ－６」 岩永 光太郎

「鴨川納涼」 大村 勇二

「冬華光の輝」 菅原 道久 「大地に立つ」 高橋 敏之



佳作 全東京写真連盟賞

「人・人・人ある見学会」 松永 三吉

「誰かが来る！」 藤原 隆志

「南国の年末」 星野 慶一「さくら」 日向野 遼平

「踊る「疾風乱舞」」 山本 睆治

「異国の空」 田中 直久

「遠き縁」 南條 芳範「足元の虹」 寺島 弘行



賞 画題 氏名 賞 画題 氏名

大賞
グランプリ 夏の終わりに 伊藤 寿之 佳作 鴨川納涼 大村 勇二

最優秀賞 空を走る 湯原 章綱 佳作 竜頭ノ滝 沖野 武

優秀賞 スタック・ポインター 門間 正之 佳作 雪中運行 篠塚 剛志

奨励賞 群れ 荒井 秀雄 佳作 我に続け 芝本 勲

特選 参道の舞 亀山 義秋 佳作 冬華光の輝 菅原 道久

特選 厳冬の裸まつり 末吉 穣 佳作 大地に立つ 高橋 敏之

特選 一瞬の輝き 横塚 英夫 佳作 異国の空 田中 直久

入選 初台に踊れ！ 臼杵 辰朗 佳作 足元の虹 寺島 弘行

入選 大好物ゲット 甲斐 幸士 佳作 遠き縁 南條 芳範

入選 Ｙｏｕ ＆ Ｉ 木村 翔 佳作 さくら 日向野 遼平

入選 ときめく時 佐土原 光司 佳作 南国の年末 星野 慶一

入選 風浪落日 渡辺 一夫 佳作 人・人・人ある見学会 松永 三吉

佳作 Water Spin 石川 玲 佳作 誰かが来る！ 藤原 隆志

佳作 昆布拾い 磯部 正和 佳作 踊る「疾風乱舞」 山本 睆治

佳作 がんばれ！ＯＨ－６ 岩永 光太郎

第29回 東京フォト・サロン入賞者一覧
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