
2022 年 7 月 7 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 15 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…770 作品 

（2）審査結果…最優秀賞 作品名「今日も元気いっぱい出発進行！」 田島 陽子 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 

2022 年 10 月 1 日（土）～ 

2022 年 11 月 17 日（木） 

多摩モノレール玉川上水駅 

改札内展示スペース 

2022 年 11 月 19 日（土）～ 

2023 年 1 月 9 日（月・祝） 

3 その他 

 「第 15 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「2023 年多摩モノ

レールカレンダー」を販売します（2022 年 10 月上旬発売予定）。 

受賞作品は 「2023 年多摩モノレールカレンダー」 に掲載されます！ 

【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 
電話：042－526－7800 （受付時間 平日 9:00～17:45） 



栃谷 徳弘 帰宅の車内で一安心

優秀賞

1月 掲載

2月 掲載

3月 掲載

4月 掲載

5月 掲載

6月 掲載

7月 掲載

8月 掲載

9月 掲載

10月 掲載

11月 掲載

12月 掲載

石井 豊

「第15回 多摩モノレール写真コンクール」受賞者（敬称略）

田島 陽子 今日も元気いっぱい出発進行！

賞 受賞者 作品タイトル

どこへ行くんだろう

内野 隆造 マジックアワー快走

布施 剛 川霧を渡る

上岡 博 白梅香る早春

関口 利夫 多摩丘陵の共演

浅野 圭一 雪と灯り

菅原 瑠衣斗 始まりの春

植田 堅朗 夏空に覆われて

勢津 文忠 新緑の淡い春紅葉を走るモノレール

園田 航平 出発

山口 徹 公園に秋が来た

大西 紀明 おさかな目線

多摩モノレール賞 稲垣 博昭 モノレールが来たよ

日野市賞 宮崎 敦

八王子市賞 片山 春雄 紅葉の中を

立川市賞 有原 和彦 富士とモノレール

静寂に包まれる多摩動物公園駅

サンサンロードに

武田 絵美 桜を走る！

東大和市賞 内野 欽章 夕暮れのレインボーアーチ

多摩市賞 村山 孝一 始発駅、北に向かって

早乙女 瑛一朗 モノレールと赤い花

吉田 忠司 降りしきる雨を突いて

内田 地茅 午後6:00多摩川日野橋付近にて

別紙

佳　作

那波 郁磨 いつもの帰路ふと見上げると

岩本 仁 同じ目線で

櫻井 奈津子 天高く

土屋 勝範 Sunset Orange

染谷 博 パンクのロード

入　賞

鈴木 優 夕暮れの帰り道

岩松 喜一

最優秀賞
※2023年版カレンダー表紙

※2023年版カレンダー月別紙



※最優秀賞は2023年版カレンダーの表紙となります。

田島 陽子 様　「今日も元気いっぱい出発進行！」

最優秀賞



※優秀賞は2023年版カレンダーの月別カレンダーになります。

4月

上岡 博 様　「白梅香る早春」 菅原 瑠衣斗 様　「始まりの春」

≪優秀賞≫

1月 2月

6月

内野 隆造 様　「マジックアワー快走」 布施 剛 様　「川霧を渡る」

5月

3月

石井 豊 様　「どこへ行くんだろう」勢津 文忠 様　「新緑の淡い春紅葉を走るモノレール」



※優秀賞は2023年版カレンダーの月別カレンダーになります。

山口 徹 様　「公園に秋が来た」

関口 利夫 様　「多摩丘陵の共演」 浅野 圭一 様　「雪と灯り」

11月 12月

≪優秀賞≫

植田 堅朗 様　「夏空に覆われて」

7月 8月

園田 航平 様　「 出 発 」

大西 紀明 様　「おさかな目線」

9月 10月



≪特別賞≫

稲垣 博昭 様　「モノレールが来たよ」

多摩モノレール賞 八王子市賞

片山 春雄 様　「紅葉の中を」

東大和市賞

日野市賞

宮崎 敦 様　「静寂に包まれる多摩動物公園駅」

内野 欽章 様　「夕暮れのレインボーアーチ」

多摩市賞

村山 孝一 様　「始発駅、北に向かって」

立川市賞

有原 和彦 様　「富士とモノレール」



岩松 喜一 様　「サンサンロードに」 武田 絵美 様　「桜を走る！」

吉田 忠司 様　「降りしきる雨を突いて」 内田 地茅 様　「午後6:00多摩川日野橋付近にて」

鈴木 優 様　「夕暮れの帰り道」 早乙女 瑛一朗 様　「モノレールと赤い花」

≪入賞≫



那波 郁磨 様　「いつもの帰路ふと見上げると」 栃谷 徳弘 様　「帰宅の車内で一安心」

土屋 勝範 様　「Sunset Orange」 染谷 博 様　「パンクのロード」

岩本 仁 様　「同じ目線で」 櫻井 奈津子 様　「天高く」

≪佳作≫
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