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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30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30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

「紀北小路」 三浦 雄一

田舎の静まりかえった生活道路の雰囲気がじんわり感じられますね。その空気感を決定づ
けるべく、腰を押さえながら歩く女性がちょっと切なくもこれが日常、って感じでドキュ
メンタリーしてます。プリントのクオリティも素晴らしく、フォトアート紙に深いモノ
トーンで、それも少し暗めの仕上がりで演出してあることにも惹かれました。

審査員講評（増田賢一先生）



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

「テ・ガ・ミ」 名嘉 元希

少し低重心な構図で覆い被さってくるような無機的な背景、その表情と共に重苦しく感
じさせるには十分ですね。そこに割って入り、安定感を裂くような郵便のバイクですが、
このタイミングはまさに写真ならではのもの。赤の差し色、バックミラーから見える表
情など、計算ではできない偶然性が得られています。選後に見ましたが、タイトルもい
い。

審査員講評（増田賢一先生）



優秀賞
東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「秋の装い」 大村 勇二

完成度の高さから選びました。たまたまなのか、演出なのかわかりませんが、髪飾りのよ
うに落ちた紅葉が可愛らしいですね。お地蔵さんの向きに合わせ、構図がきっちり決まっ
てます。とくに前景を活かしたところは素晴らしいです。スギゴケと紅葉の色合いの対比
も効いてますね。冷静に狙えている撮影者の心情も伺える写真です。

審査員講評（増田賢一先生）



奨励賞
東京写真材料商業協同組合賞・全東京写真連盟賞

「アイコンタクト」 荒井 秀雄

うつぶせ気味に寝そべるゴリラが気取ってポーズを取ってるようにも見えます。本当に
中に人が入っているんじゃないか、と思えるほど、人間的な表情に惹かれますね。横目
でチラッと目が合っただけでなく、なにか意思の疎通のようなものを感じさせてくれま
す。それをシャープに、質感を感じるほど明確に捉えているのがいいです。

審査員講評（増田賢一先生）



特選 全東京写真連盟賞

「view magic」 高嶋 玲捺

「残照」 臼杵 辰朗

「サケ選別作業」 渡辺 一夫



入選 全東京写真連盟賞

「面構え」 佐藤 正弘 「都会の片隅」 伊達 兼敏

「パフォーマンス」 藤原 隆志

「熱いぞ！！「よさこい」」 横塚 英夫

「風に向かう」 仁礼 英銘



佳作 全東京写真連盟賞

「獅子」 麻田 周史

「桜をゆく」 石川 玲

「時間ですよ」 芝本 勲

「門番」 角 悠輝

「あの夏の日」 佐土原 光司

「めがね橋を渡るＳＬ銀河」 小林 俊明

「あやかし」 齊藤 隆広

「御機嫌よう」 末吉 穣
「朝もや」 菅原 道久



佳作 全東京写真連盟賞

「その名は、カレン」 高橋 敏之

「ある神楽」 田中 直久 「午後の陽、情事のあと」 寺島 弘行

「大切な時間だから。」 西口 由佳「エアー・レーン」 南條 芳範「ライジングサン」 中牟田 剛

「雨上がり」 藤江 健次

「仲睦まじく」 藤本 健介

「熱演」 宮崎 郁朗



佳作 全東京写真連盟賞

「飛びおどる夜さこい」 山本 睆治

「奉納相撲」 湯原 章綱

賞 画題 氏名 賞 画題 氏名

大賞
グランプリ 紀北小路 三浦 雄一 佳作 あの夏の日 佐土原 光司

最優秀賞 テ・ガ・ミ 名嘉 元希 佳作 時間ですよ 芝本 勲

優秀賞 秋の装い 大村 勇二 佳作 御機嫌よう 末吉 穣

奨励賞 アイコンタクト 荒井 秀雄 佳作 朝もや 菅原 道久

特選 残照 臼杵 辰朗 佳作 門番 角 悠輝

特選 view magic 高嶋 玲捺 佳作 その名は、カレン 高橋 敏之

特選 サケ選別作業 渡辺 一夫 佳作 ある神楽 田中 直久

入選 面構え 佐藤 正弘 佳作 午後の陽、情事のあと 寺島 弘行

入選 都会の片隅 伊達 兼敏 佳作 ライジングサン 中牟田 剛

入選 風に向かう 仁礼 英銘 佳作 エアー・レーン 南條 芳範

入選 パフォーマンス 藤原 隆志 佳作 大切な時間だから。 西口 由佳

入選 熱いぞ！！「よさこい」 横塚 英夫 佳作 雨上がり 藤江 健次

佳作 獅子 麻田 周史 佳作 仲睦まじく 藤本 健介

佳作 桜をゆく 石川 玲 佳作 熱演 宮崎 郁朗

佳作 めがね橋を渡るＳＬ銀河 小林 俊明 佳作 飛びおどる夜さこい 山本 睆治

佳作 あやかし 齊藤 隆広 佳作 奉納相撲 湯原 章綱

第30回 東京フォト・サロン入賞者一覧

敬称略、各賞五十音順

審査会：平成30年11月10日 審査員：増田賢一先生
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