
 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ モデル撮影会コンテスト審査結果 
公開審査：７月９日（土） 読売新聞立川支局７階 

審査員：米田 育広   出展数：１７７点 

賞 名 作品名 氏名 

最優秀賞 視線 村山 功 

優秀賞 黒髪 山崎 惇夫 

優秀賞 ミラー 浜村亥智夫 

優秀賞 ファンタジー 仕藤 和臣 

入選 プラタナスの下で 河内八重子 

入選 ２倍の美しさ 石川 正秀 

入選 光の中で 杉田 陽造 

入選 チャーミングな舌 寺本 和正 

入選 そっと取りたい 樋口 徹 

入選 後光を飾りに 一場 貞夫 

入選 もう一人の私 佐藤 君子 

入選 虹色のベール 佐藤 亨子 

入選 帽子 土方 節 

入選 憧憬 和田由紀子 

入選 楽しい会話 大和田武司 

入選 亜麻色の髪 鈴木 京子 

入選 迷彩柄をバックに 佐藤 豊吉 

入選 みつめて 竹内 皓 

入選 吐息 小川 恵久 

入選 風を受けて 塩田 文夫 

入選 手のひらで遊ぶ 横山 宣明 

入選 新緑に輝いて 遊佐八重子 

入選 微笑 福田 宏 

入選 旅立ち 野武 高行 

 

Ⅱ 第１１２回定例コンテスト審査結果 
公開審査：９月１０日（土） テーマ：自由 

審査員：青木 久雄   出展数：253点 

賞 名 作品名 氏名 

最優秀賞 涼 鈴木 京子 

優秀賞 情熱のサンバ 塩田 文夫 

優秀賞 西陽の広場 宮森 義雄 

優秀賞 西日を背に受けて 松永 正行 

入選 夫婦翔 渡辺 邦昭 

入選 暑い日 浜中 義孝 

入選 楽しい運動会 安西 公夫 

入選 格子の館 和田喜久雄 

入選 百年見つめて 和田由紀子 

入選 凪の朝 中西 定夫 

入選 蜜を求めて 村山 功 

入選 夜の浜辺 小川 清治 

入選 福きたる 佐藤 亨子 

入選 黄昏の路地裏 遊佐八重子 

入選 多摩川夕景 清水 国夫 

入選 近代オブジェ 清水 七郎 

入選 帰り道 嵐田 尚吉 

入選 ふたり 谷内 忠善 

入選 視線 小川利律子 

入選 日本橋の子供達 芹沢 綾子 

入選 青春 早川 昇 

入選 ハスの花 平川 勇 

入選 ママ、がんばれ 浜村亥智夫 

入選 夏の日 相原 忠義 

 

Ⅲ 全日本ＹＰＣ展・多摩ＹＰＣ入選者 
  審査委員：立木 義浩 氏 

賞 名 作品名 氏名 

審査委員 

奨励賞 

ミスターまつり 一場 貞夫 

入選 年に一度の晴れ姿 塩沢 隆夫 

入選 花弁を踏みしめて 塩田 文夫 

入選 安らぎ 下井たまみ 

入選 虹に集う 河内八重子 

入選 峠の春 宮森 義雄 

入選 二つ目小ぞう 近藤 二郎 

入選 雄叫び 山崎 惇夫 

入選 ウエルカム 杉田 陽造 

入選 秋流 清水 国夫 

入選 孤高 西村孝太郎 

入選 波間の飛翔 石川 正秀 

入選 朝の足音 谷内 忠善 

入選 耐える 中山 嘉明 

入選 阿波の影法師 野武 高行 

入選 落下 渡辺 邦昭 

入選 青春だ～！ 遊佐八重子 

入選 色と形のコラボ 鈴木 京子 

 

Ⅳ チャレンジコンテスト作品募集 

■ 応募資格：過去において年間成績１０位以 

内の実績経験者を除く多摩 YPC会員 

■ テーマ：自由 

■ サイズ：６ッ切～ワイド４ッ（A4可） 

■ 応募点数：３点以内（組み写真１点可） 

※組写真は２L版３枚をセロテープで繋ぐ 

■ 応募期間：10月 01日（火）～10月 25日（金） 

■ 作品条件：2010年 10月以降撮影の作品 

※デジタルは画像加工をしてないストレート

作品に限る 

■ 送り先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10 

     読売新聞・立川支局内 

    多摩 YPCチャレンジコンテスト係 
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  チャレンジコンテスト公開審査のご案内 

■ 開催日・時：１1月０5日（土）１３時１５分 

■ 会場：読売新聞立川支局７階会議室 

※結果発表は多摩 YPC便り４５号（１２月上旬 

発行）掲載を予定しています 

 

Ⅴ 第 3回撮影ウォーク（紅葉御岳渓谷）案内 

          担当  榎戸、村山、近藤 

■ 日時 11月 19日（土）  

■ 撮影場所・御岳渓谷 

■ 集合場所・JR青梅線沢井駅前広場 

■ 集合時間・午前 10時（雨天決行） 

※昨年実施した「おでんパーティー」今回は中止 

●青梅線立川駅発 9時 15分発～青梅発 9時 50分

～ 沢井駅着 10時 

●昼食は各自用意 

◆撮影： 自由行動です。 

※当日は混み合います。三脚の使用には気をつ

けて下さい。 

 

Ⅵ 第１１３回 定例コンテスト作品募集 

■ テーマ：人物・スナップ 

■  サイズ：６ッ切～ワイド４ッ（A4可） 

■ 応募点数：３点以内（組み写真１点可） 

※組写真は２L版３枚をセロテープで繋ぐ 

■ 応募期間：１１月０１日（火）～１１月２

５日（金） 

■ 作品条件：2010年 11月以降撮影の作品 

※デジタルは画像加工をしてないストレート 

 作品に限る 

■ 送り先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10 

     読売新聞・立川支局内 

    多摩 YPC第１１３回定例コンテスト係 

 

第１１３回・定例コンテスト・公開審査のご案内  

■ 開催日・時：12月 03日（土）１３時１５分 

■ 会場：読売新聞立川支局７階会議室 

※結果発表は多摩 YPC便り４５号（１２月上旬 

発行）掲載を予定しています 

 

Ⅵ 撮影ウォークコンテスト作品募集 

 ■応募期間：１２月１日～２０日（火）必着 

■応募要領は多摩 YPC定例コンテストに同じ 

■作品送先：読売新聞立川支局内多摩 YPC 

       撮影ウォークコンテスト係 

      

【対象ウォーク】 

①  ４月２日    「小金井公園」 

② ６月１１日    「多摩動物公園」 

③ １０月２日～４日 「東日本研修セミナー」 

④ １１月９日    「御岳渓谷」 

※1 上記催しで撮影した作品に限ります 

※2 他のコンテストと混同や同封は失格です注意し

て下さい 

 ■撮影ウォークコンテスト 

審査：非公開審査 

審査員：読売写真大賞事務局員 

審査日：１２月２２日 

 

Ⅶ 役員会からのお願いと徹底 

 ①徹底 
    １、審査会場（読売新聞立川支局）には 

  ＹＰＣの備品置き場は必要最小限を支局長 

の好意で確保していますが、選外作品の置場 

までは確保出来ない状況です。 

（この話しはＹＰＣ便り４１、４２号で報 

告しました） 

 ２、対応策 

     選外作品は審査結果が出たその日に持ち帰 

ることを原則とします。 

    ※審査会に出席できない場合は各人の責任で出席 

 者に持ち帰り依頼をして下さい。 

 ②お願い 
      １、現在までに溜まっている選外作品は次回審査 

     会（１２月３日第１１３回定例コンテスト審査

日） 

   終了後処分させて頂きます 
         ２、今後の対応 

      選外作品は審査結果がでた次の審査会終了後 

処分させて頂きます 

   

       

      

        

        

        

        

 

役員会からの報告 

 

昨年実施致したアンケートの結果

を踏まえ、役員会で検討を進めてい

ます、その中から 

１：多摩ＹＰＣホームページについて、

コンテスト入選作品の全面公開に活

用すべく、リニューアルの検討を進

めています。 

2：多摩ＹＰＣ写真展について、入選

作品発表の場をホームページに移

し、会員平等に出展機会のある作品

展を念頭に検討を進めています。 

 

今後とも皆様方のご意見に耳を傾

け、多摩ＹＰＣのより良い運営に努力

していきたいと考えております。 


