
 

 

 
2021 年 7 月 8 日 

多摩都市モノレール株式会社 

 

 

 

 

 

 多摩都市モノレール株式会社（本社：東京都立川市、社長：醍醐 勇司）では、写真を    

通して多摩モノレールや沿線の魅力を再発見していただくため、第 14 回多摩モノレール  

写真コンクール（後援：八王子市、立川市、日野市、東大和市、多摩市）にて作品募集を    

行い、厳正なる審査の結果、31 作品の受賞が決定いたしましたので、下記のとおり、    

お知らせいたします。 

 また、多摩モノレール駅構内の展示スペースにおいて、受賞作品による写真展を開催   

いたしますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 
1 応募及び審査結果 
 （1）応募作品総数…660 作品 

 （2）審 査 結 果…最優秀賞 作品名「日の出とモノレール」 星野 茂 様 他 30 作品 
※作品の詳細については別紙参照 

 
2 写真展の開催（予定） 

 駅構内の展示場所  日程 

多摩モノレール高幡不動駅 

改札内展示スペース 

2021 年 10 月 2 日（土）～ 

      2021 年 11 月 18 日（木） 

多摩モノレール玉川上水駅 
改札内展示スペース 

2021 年 11 月 20 日（土）～ 
2022 年 1 月 10 日（月・祝） 

 
3 その他 

 第 14 回多摩モノレール写真コンクールの受賞作品で構成した「2022 年多摩モノレール 

カレンダー」を販売します（2021 年 10 月上旬発売予定）。     

 

【お問合せ】 
多摩都市モノレール株式会社 総務部地域連携グループ 
 ℡042－526－7800（受付時間 平日 9:00～17:45） 

受賞作品は 「２０２２年多摩モノレールカレンダー」 に掲載されます 



第14回多摩モノレール写真コンクール受賞者（敬称略）

最優秀賞 星野 茂 日の出とモノレール 日野市

賞 受賞者 作品タイトル 居住地

多摩市

本田 誠 新緑を駆け抜ける 横浜市

尾崎 進 擦れ違い 町田市

山口 徹 冬晴れの多摩丘陵 練馬区

森岡 寿之 満開の桜を眺めて 八王子市

優秀賞

染谷 博 夏バテ！解消 武蔵村山市

岩松 喜一 秋の雲は流れて 八王子市

田村 拓丸 静脈 大田区

内野 欽章 秋風に乗って 東大和市

𠮷永 英司 黎明 世田谷区

吉田 忠司 春景色を 府中市

鈴木 優 雲の生まれる場所 多摩市

柳本 芳信 新樹光を浴びて

東大和市賞 磯野 貢 桜の季節 東大和市

多摩市賞 立石 弘 冬至の早朝の多摩センター駅 多摩市

多摩モノレール賞 渡邉 英明 冬の情景 八王子市

日野市賞 越沼 直彦

八王子市賞 河辺  陽 爽やかな秋の訪れ 日野市

立川市賞 加藤 歩 モノレールと共に 横浜市

水面に走る 日野市

入賞

石巻 史成 見上げれば黄金色 日野市

田尻 紗耶 昭和記念公園の西日 立川市

植田 堅朗 出発のルーティン 八王子市

吉岡 賢一 新緑霧雨 青梅市

矢野 剛仁 今日も泰然と 東大和市

中村 駿 桜香る繁華街 日野市

佳作

君塚 伸子 長い上り坂お疲れ様 多摩市

高島 賢 ジャングルライナー 目黒区

栃谷 徳弘 コロナに負けない新年度 稲城市

大西 紀明 空高く威風堂々 日野市

大宮 博 どちらも　輝け！ 東大和市

山川 健一 散歩道 杉並区



※最優秀賞は2022年版カレンダーの表紙となります。

星野 茂 様　「日の出とモノレール」

≪最優秀賞≫



※優秀賞は2022年版カレンダーの月別カレンダーになります。

4月

森岡 寿之 様　「満開の桜を眺めて」 吉田 忠司 様　「春景色を」

≪優秀賞≫

1月 2月

6月

尾崎 進 様　「擦れ違い」 山口 徹 様　「冬晴れの多摩丘陵」

5月

3月

柳本 芳信 様　「新樹光を浴びて」 本田 誠 様　「新緑を駆け抜ける」



※優秀賞は2022年版カレンダーの月別カレンダーになります。

岩松 喜一 様　「秋の雲は流れて」

内野 欽章 様　「秋風に乗って」 𠮷永 英司 様　「黎明」

11月 12月

≪優秀賞≫

鈴木 優 様　「雲の生まれる場所」

7月 8月

染谷　博 様　「夏バテ！解消」

田村 拓丸 様　「静脈」

9月 10月



≪特別賞≫

渡邉 英明 様　「冬の情景」

多摩モノレール賞 八王子市賞

河辺  陽 様　「爽やかな秋の訪れ」

東大和市賞

日野市賞

越沼 直彦 様　「水面に走る」

磯野 貢 様　「桜の季節」

多摩市賞

立石 弘 様　「冬至の早朝の多摩センター駅」

立川市賞

加藤 歩 様　「モノレールと共に」



矢野 剛仁 様　「今日も泰然と」 中村 駿 様　「桜香る繁華街」

植田 堅朗 様　「出発のルーティン」 吉岡 賢一 様　「新緑霧雨」

石巻 史成 様　「見上げれば黄金色」 田尻 紗耶 様　「昭和記念公園の西日」

≪入賞≫



大宮 博 様　「どちらも　輝け！」 山川 健一 様　「散歩道」

栃谷 徳弘 様　「コロナに負けない新年度」 大西 紀明 様　「空高く威風堂々」

君塚 伸子 様　「長い上り坂お疲れ様」 高島 賢 様　「ジャングルライナー」

≪佳作≫
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