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主催　伊豆沼・内沼の自然フォトコンテスト実行委員会
　　　（栗原市、登米市、宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団）
後援　宮城県、若柳観光協会、築館観光協会、登米市観光物産協会、
　　　宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリ友の会、
　　　河北新報社、読売新聞東北総局、朝日新聞仙台総局、
　　　毎日新聞仙台支局、岩手日報社
協賛　富士フイルムイメージング（株）、宮城県写真商業組合
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おはよう。 

群　　翔 

飛び立つ 

乱　　舞 

浄聲（じょうしょう） 

静　　寂 

湖面蹴って  

孤鳥光臨 

朝日の群翔  

夏の伊豆沼  

やったね！カワちゃん  

旅 立 ち  

伊豆沼から銀河の中心を望む 

夏の終り  

空　　に  

レンコン堀り大会  

華　　麗  

よろこび  

朝　　霧  

なかよし  

 

栗原市築館 

宮城県仙台市 

登米市石越町 

登米市中田町 

宮城県黒川郡 

宮城県遠田郡 

宮城県黒川郡 

宮城県宮城郡 

栗原市瀬峰 

登米市東和町 

栗原市築館 

栗原市瀬峰 

宮城県仙台市 

宮城県本吉郡 

栗原市瀬峰 

宮城県東松島市 

登米市豊里町 

登米市中田町 

栗原市若柳 

登米市迫町 

水　谷　雅　寿 

鈴　木　正　一 

阿　部　圭　吾 

蛭　田　敏　夫 

菅　原　敏　彦 

高　橋　義　江 

大　友　　　誠 

日　野　俊　文 

小野寺　　　亨 

梶　原　宗　孝 

大　友　信　次 

佐　藤　康　之 

佐　藤　　　崇 

菅　原　善　弘 
新　関　友　香 
菊　池　郁　子 
千　葉　　　稔 
宮　川　勝　治 
千　葉　忠　雄 
高　橋　利　行 



フォトコンテスト審査員　竹　内　敏　信 
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総　　評 

1943年愛知県生まれ。 
名城大学理工学部卒。 
愛知県庁勤務の後、フリーと
なる。主として35ミリ一眼レ
フカメラを駆使し、鋭利な感
覚と的確なテクニックで自然
の映像化に挑戦し続ける。風
景写真の第一人者として最も
人気が高く、多くの写真のコ
ンテストの審査員を務める。
写真展、講演会など多数。 
主な写真集「花祭」（誠文堂新
光社）、「天地」「天地聲聞」「櫻」（出
版芸術社）、「天地風韻」（日本芸
術出版社）、「雪月花」（トーキョー
セブン）。 
（社）日本写真家協会会員 
日本写真芸術専門学校副校長
東京工芸大学 
現代写真研究所講師 

　今回もとても素晴らしい作品が多くみられました。し

かしながら、白鳥を捉えた作品が少なかったのが残念な

点です。鳥を一羽だけ捉えた作品や群舞を撮影したもの、

どちらもそれぞれの魅力があります。そして、夏のハス

池、湖全体の雰囲気を捉えている作品。伊豆沼・内沼の

美しさを捉えることによって、伊豆沼・内沼の自然が、

貴重な遺産として増々多くの人々に記録されていくこと

で、「素晴らしい自然ここにあり」ということを表現し

て欲しいと思います。今後とも、是非みなさん頑張って

下さい。 
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最優秀賞 
（宮城県知事賞） 
「おはよう。」 

〔評〕朝日の前で羽ばたく白鳥をタイミ 
　　ング良く捉えています。白鳥をシル 
　　エットとしたことで、白鳥が浮かび 
　　上がっています。今までの最優秀賞 
　　とはまた違った魅力がある写真です。 
　　白鳥が一羽だけですが、とても力強 
　　く主張をしています。背景には枯れ 
　　たハス、周辺の光景も写っていて、 
　　たまらなくフォトジェニックです。 
　　伊豆沼・内沼でこういう美しい光景 
　　が見られるということを語っていま 
　　す。 
 

金賞 
（栗原市長賞） 
「飛び立つ」 

阿部　圭吾 

水谷　雅寿 

〔評〕山脈をバックに、マガン 
　　が飛び立つ姿を表していま 
　　す。沼周辺の農村地帯、山 
　　岳地帯が、マガンの群舞と 
　　共に写っていてとてもみご 
　　とです。空のトーンを落ち 
　　つかせると、さらに良い作 
　　品となるでしょう。しかし 
　　ながら、写真のフレーミン 
　　グなど金賞にふさわしい作 
　　品です。 
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〔評〕マガンが飛んでいる瞬間 
　　を、沼を背景に超望遠レン 
　　ズで捉えています。マガン 
　　の重なり具合がとてもきれ 
　　いで美しいです。枯れたハ 
　　ス田や山々を同時に捉えた 
　　ことで、画面から緊張感が 
　　伝わってきます。マガンの 
　　羽ばたきが止まるシャッタ 
　　ースピードを選択したこと 
　　も、よりインパクトを与え 
　　ています。 

〔評〕カモが一斉に勇ましく飛び立っている姿を記録しています。 
　　大変力強くこちらに迫ってきています。手前、後ろにもピン 
　　トが合っていて、鳥たちに遠近感が出ている点がとても良い 
　　です。伊豆沼・内沼は人が近づいて鳥を撮影できる絶好の場 
　　所です。その場所ならではの風景写真と言えるでしょう。プ 
　　リントのトーンもきれいに表現されていて、美しい作品です。 

金賞（登米市長賞）「乱　　舞」 

 鈴木　正一 優秀賞  （宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団理事長賞）「群　　翔」 

蛭田　敏夫 
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銀賞（若柳観光協会会長賞） 
「浄　聲」（じょうしょう） 

菅原　敏彦 
〔評〕太陽をバックにマガンが飛んでいく姿を、雄大に捉え 
　　ています。太陽が印象的で、霧に霞んだ山野がとても美 
　　しいです。そして、舞い踊るマガンの群れが美しいシル 
　　エットとして描かれています。 

銀賞（登米市観光物産協会会長賞） 
「湖面を蹴って」 

大友　誠 
〔評〕湖面から飛び立とうとする白鳥の姿が、印象的に捉え 
　　られています。超望遠レンズを使用して白鳥をクローズ 
　　アップすることで、白鳥の動き、波しぶき、波紋など、 
　　躍動感を強く感じます。 

銀賞（築館観光協会会長賞） 
「静　寂」 

高橋　義江 
〔評〕沼が霧に包まれて、その中に白鳥が佇んでいます。 
　　枯れてしまったハスがシルエットとして表現されてい 
　　るところが、とてもフォトジェニックです。なんだか 
　　少し寂しそうに見える白鳥と共に、静かな湖の光景が 
　　浮かび上がっています。 

銀賞（宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリ友の会会長賞） 
「孤鳥光臨」 

日野　俊文 
〔評〕タイトルにあるように、サギの姿が印象的です。背 
　　景に花開いているハスが沢山あります。これは夏の沼 
　　の特徴でもあります。サギの動きも表現されていて、 
　　夏を物語っている作品です。 
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〔評〕発想がおもし 
　　ろい作品です。 
　　夜景に星が軌跡 
　　として写る写真 
　　は珍しくありま 
　　せんが、これは 
　　星影を点として 
　　捉え、背景の空 
　　が明るく星空の 
　　すばらしい光景 
　　です。伊豆沼・ 
　　内沼の豊かな自 
　　然を感じさせて 
　　くれます。 
 

〔評〕朝になると、かように鳥たちが群舞します。その姿が赤く染 
　　まった大空を背景に飛翔する様子です。山並み、太陽、雲など 
　　とても的確なフレーミングでみごとに捉えられています。伊豆 
　　沼・内沼はやはり豊富な鳥たちのオアシスとなっていることが 
　　見て取れます。 
 
 
 

〔評〕夏の伊豆沼は、ハスで埋め尽くされ、素晴らしい景観です。 
　　中央にサンクチュアリーセンターの建物がそびえていて、沼 
　　と共に捉えている姿が、この伊豆沼・内沼コンテストにふさ 
　　わしい作品です。 

〔評〕カワセミが食 
　　べ物を捕獲した 
　　瞬間です。枯れ 
　　たハスの上に乗 
　　っていて、みご 
　　とに「オレはや 
　　ったぜ！」と言 
　　っているようで 
　　すね。捕獲され 
　　た魚の尾が曲が 
　　っていて、命の 
　　最期を感じさせ 
　　ます。カワセミ 
　　にキャッチライ 
　　トが入っている 
　　点も効果的にな 
　　っています。 
　 

銅賞（岩手日報社賞） 
「伊豆沼から銀河の中心を望む」 

銅賞（毎日新聞社賞） 
「旅立ち」 

銅賞（朝日新聞社賞） 
「やったね！カワちゃん」 

銅賞（読売新聞社賞） 
「夏の伊豆沼」 

銅賞（河北新報社賞） 
「朝日の群翔」 小野寺　亨 

 

大友　信次 

佐藤　崇 

梶原　宗孝 
 

〔評〕白鳥が大きく羽を広げて、まさに旅立とうとする瞬間を捉え 
　　ています。それによって起こる波しぶきや、太陽が浮かんでく 
　　る場所を背景に選んでいる点も素晴らしいです。空を多く取り 
　　入れたことで、白鳥の行く末がイメージできるところがポイン 
　　トです。 

佐藤　康之 
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〔評〕ハスが枯れていく様子を捉えた写真です。夏の終 
　　わりに、小舟の上に乗ってハスの葉と枝を取ってい 
　　る人物を捉えた、構図・フレーミング共に的確な作 
　　品です。 

入選　「夏の終わり」　菅原　善弘 
〔評〕青い大空 
　　を二羽の白 
　　鳥が飛んで 
　　いるところ 
　　です。素朴 
　　な表現です 
　　が、ストレ 
　　ートに捉え 
　　られ白鳥の 
　　雄大な美し 
　　さが引き出 
　　されていま 
　　す。 

入選　「空　に」　　　新関　友香 

〔評〕レンコン 
　　を掘って数 
　　を競う競技 
　　なのでしょ 
　　うか。ゼッ 
　　ケンを身に 
　　つけて楽し 
　　そうに集う 
　　人々が描か 
　　れています。 
　　いい瞬間を 
　　捉えた一枚 
　　です。 

入選　「レンコン掘り大会」　菊池　郁子 

〔評〕トンボをクローズアップで撮影し、その姿が美し 
　　く表現されています。絞りを浅くして、背景をボカ 
　　した点がとてもおもしろいです。 

入選　「華　麗」　　　　千葉　稔 

〔評〕二羽の白鳥が大きく羽を広げてアピールする姿が、 
　　作者には喜びと感じたのですね。そんな瞬間をスト 
　　レートに撮っています。白鳥の表情がとても良いで 
　　す。 

入選　「よろこび」　　宮川　勝治 
 

〔評〕朝霧の中で鳥たちが飛び交っています。そんなひ 
　　と時の興奮が写っています。この瞬間にカメラを持 
　　って現場にいる、ということが写真には必要です。 
　　その事を物語っている作品です。 

入選　「朝　霧」　　　千葉　忠雄 

入選　「なかよし」　　高橋　利行 
〔評〕白鳥とカモが仲良く飛び交っています。白鳥が優 
　　しい目でカモを見つめているように見える点が、こ 
　　れまた素晴らしいと思います。 


