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氏 名： 上杉 孝徹 （香川県 在住）

撮影場所： 大歩危峡

撮 影 日： 2021年11月15日

第９回千年のかくれんぼフォトコンテスト

プリント部門 ～入賞作品ご紹介～

紅葉と川に反射する美しい青空。視点を変えることにより、壮大な渓

谷美を表現している。この地を訪れて見たくなる美しい一枚です。

最優秀賞 「Color of Autumn」



氏 名： 向井 豊 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 大歩危峡

撮 影 日： 2021年1月10日

降り積もる山あいの雪の中を進む遊覧船が、静かで壮大な景色の

中に懐かしさを与えてくれます。

優秀賞 「新春の大歩危峡」



氏 名： 加藤 敬二 （徳島県名西郡 在住）

撮影場所： 箸蔵寺

撮 影 日： 2021年11月12日

練り供養の空気感が伝わってくる。構図を丁寧に写すこと
よって見るものに想像を与えてくれます。

特別賞
「練り供養」

（まつり文化作品）

氏 名： 上笹 春真 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 池田町（敷の上橋）

撮 影 日： 2020年6月28日

川の影を写す視点が素晴らしい。日常の中にある瞬間を独
自の視点で写しています。

特別賞
「川に映った僕と家族と空」

（アンダー18作品）



氏 名： 小泉 秀城 （香川県 在住）

撮影場所： 東祖谷久保

撮 影 日： 2021年6月19日

連なる山々に刻一刻と変わる空の色が
溶け込み、自然の雄大さを感じることが
できます。

入選 「夕焼けに染まる」

氏 名： 西岡 直人 （大阪府 在住）

撮影場所： 剣山山頂西テラス

撮 影 日： 2021年10月9日

剣山から望む美しい夜空。構図の美しさ
がより星空をより際立たせます。

入選 「道しるべ」

氏 名： 米沢 美千代 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 池田町（馬場展望台）

撮 影 日： 2021年4月7日

光が差し込み街を照らし始める。新しい1
日のはじまり。この地を照らす光が前に
進むことを後押ししてくるような美しい写
真です。

入選 「朝光」



氏 名： 丸田 泰史 （徳島県徳島市 在住）

撮影場所： 西祖谷かずら橋

撮 影 日： 2021年1月27日

続けていく。見えることの後ろ側には昔
ながらの技術と人の知恵がある。そのこ

とを丁寧に伝えてくれる写真です。

入選 「伝統を守る」

氏 名： 長木 誠治 （徳島県徳島市 在住）

撮影場所： 池田町出合

撮 影 日： 2020年11月18日

断崖の迫力を感じられる。反射した紅葉、
川が澄んでいることが伝わってくる迫力
のある1枚です。

入選 「リフレクション」

氏 名： 林 昌弘 （徳島県徳島市 在住）

撮影場所： 東祖谷菅生

撮 影 日： 2021年12月5日

壮大な自然の力を表現し朝日が上がっ
てくる。この地を訪れてみたいと思う美
しい一枚です。

入選 「朝日に染まる」



氏 名： 上杉 孝徹 （香川県 在住）

撮影場所： 池田町出合

撮 影 日： 2021年2月18日

山間の中に降る雪が幻想的な景色とな
る。水の美しさがよりその情景を際立た
させています。

入選 「厳冬」

氏 名： 大坪 邦仁 （香川県 在住）

撮影場所： 東祖谷久保

撮 影 日： 2021年8月25日

丁寧に暮らす。豊かな生活。静かな時間
の中に積み重ねてきたことの奥深さを
感じることができる素晴らしい1枚です。

入選 「火熾し」

氏 名： 長谷 由美 （愛媛県 在住）

撮影場所： 雲辺寺

撮 影 日： 2020年7月24日

写真からストーリーを感じ、想像を与え
てくれる。その瞬間の空気感が写真の中
に丁寧に表現されています。

入選 「夏霧に咲く」



氏 名： 加藤 敬二 （徳島県名西郡 在住）

撮影場所： 東祖谷

撮 影 日： 2022年1月13日

落合集落の雪降る夜。東祖谷に暮らす
人々の過ごす時間を美しく感じさせてく
れる写真です。

入選 「暮色の落合集落」

氏 名： 篠原 安吉 （愛媛県 在住）

撮影場所： 西祖谷（ひの字渓谷）

撮 影 日： 2021年11月9日

渓谷の秋の訪れを丁寧な構図で表現し、
色とりどりの美しさを感じる。

佳作 「秋のひのじ渓谷」

氏 名： 井上 義信 （徳島県阿南市 在住）

撮影場所： 雲辺寺

撮 影 日： 2021年7月3日

迫力のある構図。湿った空気感と上から
降り注ぐ光が写真の中に落とし込まれて
いる1枚です。

佳作 「聖者」



佳作

佳作

佳作

氏 名： 山下 修二 （徳島県板野郡 在住）

撮影場所： 山城町（吉野川）

撮 影 日： 2021年11月27日

激流の中を進む真剣さと自然と向き合
うことの臨場感を丁寧に写した1枚です。

「激流の闘い」

氏 名： 岩本 幸広 （香川県 在住）

撮影場所： 坪尻駅

撮 影 日： 2021年12月18日

この駅が人にとっての記憶の中にあり、
日常の中にあり続けることを表現してい
る。見慣れた景色の中にある大切な景
色を写しています。

「終列車」

氏 名： 西岡 直人 （大阪府 在住）

撮影場所： 東祖谷

撮 影 日： 2021年11月5日

美しい紅葉と水の色合いがこの地の自
然の豊かさを表現している一枚です。

「水中の紅葉」



佳作

佳作

佳作

氏 名： 藤丸 一 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 池田町西山（峯ノ久保）

撮 影 日： 2021年11月10日

美しい風景が残る場所。この地での生活
を想像させてくれます。

「夜明け前」

氏 名： 平井 正光 （香川県 在住）

撮影場所： 三野町（金剛の滝）

撮 影 日： 2020年3月18日

ハート形になった落花が滝の躍動感とコ
ントラストとなっている1枚です。

「落花の舞」

氏 名： 松下 明 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 西祖谷かずら橋

撮 影 日： 2021年11月31日

かずら橋が歩んできた時間を感じ、モノ
クロで表現することにより見ているもの
に対して懐かしさを与えてくれます。

「かずら橋に降る雪」



佳作

佳作

氏 名： 谷口 仁美 （香川県 在住）

撮影場所： 奥祖谷二重かずら橋

撮 影 日： 2021年11月3日

かずら橋の美しい紅葉。この季節にしか
見れない景色を写しています。

「秘境の輝き」

氏 名： 芝崎 静雄 （愛媛県 在住）

撮影場所： 山城町（塩塚高原）

撮 影 日： 2021年10月2日

光が差し込み自然の力を感じさせてくれ
る一枚です。

「秋陽」



氏 名： risa_family （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 池田町白地ノロウチ

撮 影 日： 2019年6月16日

インスタグラム部門 ～入賞作品ご紹介～

まるで声が聞こえてきそうな日常の中にある素晴らしい瞬間を捉え

た1枚。時が経ってもその時の思い出が蘇ってくるのではないだろう

か。写真持つ力を感じます。

最優秀賞 「じゃがいも畑に咲いた笑顔」



氏 名： kominkayado33kouya （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 東祖谷小島

撮 影 日： 2021年4月21日

影と美しい自然が合間ってワクワク感が伝わってくると共に
視点の面白さを感じる。丁寧な構図で写していることによっ
て表現された世界観が写真の面白さを伝えてくれます。

特別賞
「奏で（かなで）」

（アウトドア作品）

氏 名： lilico218 （香川県 在住）

撮影場所： 山城町（塩塚高原）

撮 影 日： 2021年10月21日

幻想的な景色の中に溶け込むかのように立つ佇まい。
赤い傘がその中でよりその雰囲気を際立たせていま
す。

特別賞
「夢の中」

（ポートレート作品）



「出会い橋」

入選

氏 名： yoshikichanchan （香川県 在住）

撮影場所： 雲辺寺

撮 影 日： 2021年11月11日

構図の素晴らしさとその地の持つ力を
静かに力強く表現しています。

入選 「霧の中の五百羅漢」

氏 名： every222 （徳島県三好市 在住）

撮影場所： 東祖谷（龍宮崖公園）

撮 影 日： 2021年11月13日

入選

氏 名： weapon._.sxaxnxd （香川県 在住）

撮影場所： 東祖谷和田（大西橋）

撮 影 日： 2021年2月18日

降り続いた雪の後見えた青空。山々と雪
と青空が一体となった美しさを捉えてい
ます。

「雪の晴れ間」

圧巻の紅葉を素晴らしい構図で捉えた
写真。大自然が織りなす地を表現した素
晴らしい1枚です。



「共演」

入選

氏 名： nakanakano.t （高知県 在住）

撮影場所： 雲辺寺

撮 影 日： 2021年7月18日

まるで動いている一瞬を止めたかのよう
な写真。季節感と空気感がよりその感情
を与えてくれます。

佳作 「み～つけた(^-^)」

氏 名： takusu5174 （香川県 在住）

撮影場所： 池田町

撮 影 日： 2021年6月10日

入選

氏 名： kominkayado33kouya

撮影場所： 東祖谷菅生

撮 影 日： 2021年11月5日

リフレクションを使い、紅葉をかずら橋を
独自の視点で写している。水に反射する
青空が少し見えるのもまた素晴らしい構
図です。

「残秋」

自然が放つ光がその地の豊かさをダイ
ナミックに表現しています。

（徳島県三好市 在住）



「静かな朝」

佳作

氏 名： masa_gram31 （香川県 在住）

撮影場所： 剣山山頂

撮 影 日： 2021年10月10日

荒風が作り出したのだろうか。その雄大
で力強い景色は先に向かう希望のよう
な感情を与えてきます。

佳作 「寒露の荒風」

氏 名： akira_1972_ （愛媛県 在住）

撮影場所： 池田町（馬場展望台）

撮 影 日： 2021年10月2日

佳作

氏 名： satossy0222 （香川県 在住）

撮影場所： 落合峠

撮 影 日： 2021年11月3日

写真からストーリーを感じるとともに、落
ち着いたトーンでいろいろな想像を与え
てくれる写真です。

「枯芒（かれすすき）」

池田の駅を幻想的に写している。この地
を照らす光が優しくそこに暮らす方々を
包み込むように。



「もくもくと迫り来る雲海」

氏 名： lilico218 （香川県 在住）

撮影場所： 剣山

撮 影 日： 2021年10月27日

佳作

対峙する自然の大きさ。それに向き合う
ことが教えてくれる大切さを素晴らしい
構図で捉えた1枚です。


