
 

 

  第４回群馬テレビ写真コンテスト展示会 

テーマ「ぐんまの自然」 

2019 年 ４/２０（土） ～ ４/２５（木） 

午前１０：００～ 午後５：００ （最終日 午後３：００） 

会場 ： ヤマダ電機 LABI1 LIFE SELECT 高崎 

4 階イベントホール「LABI GATE」 

 

 

４/20（土）表彰式 午前１１：００ ～１1：３０ 
                  （特別賞・入賞までの２０名の表彰式） 

４/２１（土）講演会 午前 １１：３０ ～１２：００ 

４/２１（土）講 師 ： 新井 幸人 「素晴らしい群馬の自然」 

４/２１（土）テーマ ：素晴らしい群馬の自然 
ご あ い さ つ 

 群馬県は、全国の中でも特に素晴らしい自然に恵まれており、写真愛好家も多く、

これまでも優れた写真が数々の展示会で紹介されています。群馬テレビでは、ローカ

ル放送局として、群馬県民のみならず、県外の方々にも群馬の豊富な自然を紹介し、

群馬県に魅力を感じていただきたいとの趣旨から「ぐんまの自然」をテーマに、写真

コンテスト展示会を開催いたしました。 

 今回は、昨年を３０点上回る７３７点という多数の作品をご応募頂き、その中から

選ばれた１００点を展示しています。各作品とも群馬の四季折々の自然の彩りや煌め

きの一瞬を収めた感動の画像、ぜひ心ゆくまでご鑑賞ください。 

また、特別賞・入賞・入選作品については、今後、群馬テレビの番組の中で、ご紹介

していく予定です。 

群馬テレビ株式会社 

代表取締役社長 武井和夫 



 題   名 撮  影  者 

金賞 群馬テレビ賞 夜明け 植木 雄二 

銀 賞 
寸光 阿部 浩之 

夕照のあかやしお 金子 周二 

審査委員長賞 列になって 千葉 直江 

銅 賞 

   夕映えの妙義山 青海 正光 

冬サンゴ染まる 狩野 房雄 

夜空に咲く一本桜 瀬戸 一大 

渋峠の夜 竹本 ひろ子 

キスゲ咲く野反湖の朝 麦谷 吉春 

富士フイルムイメージングシステムズ賞 春風騒ぐ 関 章寿 

入 賞 

冷気崇高 飯塚 春雄 

冬銀河 家田 寛人 

輝く春 大越 四男 

月明かり 岸 美喜雄 

朝日をあびて 田部井 完次 

烏川残照 西野 治男 

オキノ耳 舟岡 久佳 

大風止んで 三枝 伊三郎 

共演 湯澤 範道 

光芒 綿貫 康広 

入 選 

 

湿原の朝 青木 弘昌 

輝く湖畔 赤石 恵三 

秋の訪れ 秋山 博昭 

氷壁 安達 孝男 

厳冬の不動滝 天田 隆義 

大滝の紅葉 新井 健次 

     明ける湖 新井 豊 

遠望浅間 石井 文江 

晩秋の湿原 石井 稔 

静かなる冬へ 石関 久子 

陽射しと共に 出井 栄治 

秋色の大滝 井野 次郎 

厳寒の線ヶ滝 井野 幸代 

星降る巌峯 今井 恭一郎 

湖面の春 遠藤 政文 

山里の華 大島 正俊 

真冬の芸術 大塚 喜広 

雪の木 大森 康成 

凍て付く朝 岡村 文夫 

冬の岩峰 小此木 保雄 



 題   名 撮  影  者 

入 選 

水辺の主役 小曽根 栄子 

霧の晴れ間 菊池 徳 

早朝の一之倉沢 菊地 茂 

群翔 工藤 則正 

新緑 小池 弘二 

麦と矢車草 小島 淑弘 

錦秋模様 小室 英子 

桃源郷へ 小山 亜泉 

初夏の高原 﨑元 利光 

氷上吹雪 櫻井 勝美 

霧の白帯 佐々木 勲 

冬のメロディ 佐藤 功 

陽光 佐藤 マサエ 

秋景 佐藤 泰子 

朝陽を浴びて 塩野谷 和夫 

花咲く湖 篠原 朝夫 

共演 篠原 基 

水面に囁く春の空 柴田 幸雄 

剣ヶ峰へ 島田 喜久夫 

朝光 嶋田 文六 

あとも～少し 神保 忠雄 

冬の気配 鈴木 章一 

錦秋の妙義山 鈴木 政一 

湖畔のシルエット 須藤 明子 

感動 須藤 伸 

旅路の宿 染谷 巖 

力強く競う 染谷 マチ子 

黄金の舞い 髙田 朱美 

虹の懸橋 高橋 茂雄 

夏の花園 宝田 好夫 

朝日に染まる 舘野 邦子 

霧雨に咲く 田中 五男 

産声の里 田中 誠一 

夢氷 塚本 智也 

流れ込む雲海 寺崎 創 

氷造形 冨澤 健一 

花吹雪舞う 富田 三枝子 

明け行く大地 豊田 弘和 

霧のいわびつ山 中澤 正夫 

秋色 中村 登 



 題   名 撮  影  者 

入 選 

共演 野口 敬治 

冬のカモシカ 萩原 映子 

挑む 萩原 正義 

一ノ倉の朝 花茂 喜右 

雲上の頂 林 育男 

共存 平野 哲男 

秋彩 藤川 明弘 

晩秋 船戸 作司 

燃ゆる尾瀬 眞下 健次 

夜の参道 松浦 昭 

輝く岩壁 松村 幸夫 

奇岩染まる 三木 清英 

岩山の秋 御供 良一 

風雪に耐える 宮下 法之 

湖底からのメッセージ 本橋 威 

吹き荒ぶ 山田 真一 

緑谷の流れ 横尾 百合子 

霧漂う覚満渕 吉田 勉 

大滝風景 
ラシカ・リヤナアラッチ・

サンジャヤ 

朝霧染まる 山口 秀樹 

以上出品数１００点 

群馬テレビ営業局事業部内 

写真コンテスト実行委員会事務局 

〒３７１－８５４８  

群馬県前橋市上小出町３－３８－２ 

TEL：０２７－２１９－０００６ 

 

特別番組 「第４回 群馬テレビ写真コンテスト」 

放送日 ： ５月１１日（土） １９：００～２０：００ 

（再放送 ： ５月２６日（日） １２：００～１３：００） 


