
2007年7月 全国大会（総文祭しまね） 文化連盟賞 水野晃宏(豊川中部）

2010年8月 全国大会（総文祭みやざき） 文化連盟賞 矢島真琴（石巻）

2010年8月 日韓高校生写真交流の集い 日本代表 矢島真琴（石巻）

2010年8月 日韓高校生写真交流の集い 日本代表 岡田健太郎(青陵）

2010年9月 CAPA月例フォトコンテスト 2席 矢島真琴（石巻）

2011年8月 全国大会（総文祭ふくしま） 全国最優秀賞 宮内正裕(代田）

2011年11月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 野口紗波(石巻）

2011年11月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 山下達也(鳳来）

2012年1月 CAPA月例フォトコンテスト 1席 渡部達郎(小坂井）

2012年1月 愛知県高校生の写真展 奨励賞 渡部達郎(小坂井）

2012年8月 　全国大会（総文祭とやま）　 文化連盟賞 清水亮男(豊川中部）

2012年9月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 清水亮男(豊川中部）

2012年12月 CAPA月例フォトコンテスト 3席 青木唯（豊川南部）

2013年1月 愛知県高校生の写真展 奨励賞 伊藤沙樹（東栄）

2013年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選　 渡部達郎(小坂井）

2013年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選　 山本愛子(作手）

2013年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選　 伊藤沙樹（東栄）

2013年3月 月刊カメラマンフォトコンテスト　 金賞 渡部達郎(小坂井）

2013年3月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作  山田剛士(代田）

2013年4月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 冨安雅一(八名）

2013年4月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 青木唯（豊川南部）

2013年8月 全国大会（総文祭ながさき） 文化連盟賞  白井咲衣(千郷）

2013年9 月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 早川帝（豊川中部）

2013年10月    CAPA月例フォトコンテスト  1席 青木唯（豊川南部）

2014年1月  CAPA月例フォトコンテスト 2席 伊藤沙樹（東栄）

2014年1月 愛知県高校生の写真展 奨励賞 杉木千草(千郷）

2014年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 渡部達郎(小坂井）

2014年7月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 雪下寛也（豊川南部）

2014年8月 全国大会（総文祭いばらき） 文化連盟賞  倉橋美咲(千郷）

2014年8月 日韓高校生写真交流の集い　 日本代表 雪下寛也（豊川南部）

2014年8月 CAPA月例フォトコンテスト   入選 杉木千草(千郷）

2014年9月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 倉橋美咲(東郷）

2014年9月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 関美月（豊川南部）

2015年1月 第29回愛知県高校生の写真展 奨励賞 芦沢直(東栄）

2015年3月 CAPA月例フォトコンテスト  １席　 早川琢磨(豊川中部）

2015年5月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 荒巻剛（東郷）

2015年7月 CAPA月例フォトコンテスト ３席 中島優美(千郷）

2015年8月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 荒巻剛（東郷）

2015年8月 全国大会（びわこ総文） 文化連盟賞 佐宗秀平（作手）

2015年12月 CAPA月例フォトコンテスト 入選　 芦沢直(東栄）

2016年1月 第30回愛知県高校生の写真展 奨励賞 芦沢直(東栄）

2016年3月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 関美月（豊川南部）　

2016年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 吉澤俊尚(豊川中部）

2016年3月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 本多咲菜（東栄）

　　写真部実績一覧
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　　写真部実績一覧
2016年4月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 吉澤俊尚(豊川中部）

2016年4月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 谷口雄也(豊川南部）

2016年5月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 吉澤俊尚(豊川中部）

2016年5月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 竹本ひかり（御津）

2016年6月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銀賞 小栗大樹(豊川中部）

2016年6月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 竹本ひかり（御津）

2016年6月 　　　　CAPA月例フォトコンテスト　　　　　 入選 荒巻剛（東郷）

2016年7月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 吉澤俊尚(豊川中部）

2016年7月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 小栗大樹(豊川中部）

2016年11月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銀賞 中村ことみ（豊川東部）

2016年11月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 吉澤俊尚(豊川中部）

2017年1月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 本多咲菜　(東栄）

2017年1月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 荒巻剛（東郷）

2017年1月 第31回愛知県高校生の写真展 奨励賞 森ひとみ（豊川西部）

2017年1月 第31回愛知県高校生の写真展 優秀賞 金田時大（設楽）

2017年5月 　　　　CAPA月例フォトコンテスト　　　　　 入選 伊藤大(金屋）

2017年8月 全国大会(みやぎ総文) 文化連盟賞 金田時大（設楽）

2017年11月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 白頭佳奈（金屋）

2017年11月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 西川耕平(豊川西部）

2017年12月 　　　　CAPA月例フォトコンテスト　　　　　 入選 西川耕平(豊川西部）

2018年1月 第32回愛知県高校生の写真展 奨励賞 中尾蓮（金屋）

2018年2月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞　 増岡暖也（豊川南部）

2018年3月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 森ひとみ(豊川西部）

2018年3月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 中村ことみ（豊川東部）

2018年3月　　　　CAPA月例フォトコンテスト　　　　　 1席 西川耕平(豊川西部）

2018年4月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 中村ことみ（豊川東部）

2018年4月 月刊カメラマンフォトコンテスト 佳作 彦坂英奈（田原東部）

2018年5月 月刊カメラマンフォトコンテスト 銅賞 前澤美空（八名）

2018年6月 中村ことみ・西川耕平・増岡暖也

2018年10月 CAPA月例フォトコンテスト 3席 西川耕平(豊川西部）

2018年10月 CAPA月例フォトコンテスト 入選 天野朝紀(豊橋北部）

2019年1月 CAPA1月号月例フォトコンテスト 入選 峯田恵太（作手）

2019年1月 第33回愛知県高校生の写真展 奨励賞 渡邉剛生（千郷）

2019年1月 第33回愛知県高校生の写真展 奨励賞 坂口豊樹(金屋）

2019年2月 CAPA2月号フォトコンテスト 入選 西川耕平(豊川西部）

2019年2月 CAPA2月号フォトコンテスト ３席 中村ことみ（豊川東部）

2019年3月 CAPA3月号フォトコンテスト 入選 中西洸貴（豊川東部）

2019年4月 CAPA4月号フォトコンテスト 入選 渡邉剛生（千郷）

2019年6月 CAPA6月号フォトコンテスト 入選 伊藤恵理奈（代田）

2019年9月 月刊カメラマン9月号フォトコンテスト 佳作 前澤美空（八名）

2019年10月 ニッコールフォトコンテスト 入選 前澤美空（八名）

　　写真甲子園東海ブロック予選出場

2019年７‐８月
第26回全国高等学校写真選手権大会

(写真甲子園）
敢闘賞

峯田恵太　渡邉剛生
佐野有咲
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　　写真部実績一覧

2019年11月
（株）アイデムフォトコンテスト

「はたらくすがた」
グランプリ 渡邉剛生（千郷）

2019年11月 朝日新聞「声」欄の挿絵写真 地方版掲載 山口侑菜（八名）

2019年11月 朝日新聞「声」欄の挿絵写真 地方版掲載 兼瀬絢己（豊川南部）

2019年12月 朝日新聞「声」欄の挿絵写真 全国版掲載 峯田恵太（作手）

2019年12月 CAPA12月号フォトコンテスト 入選 小澤瞳（豊川東部）

2020年1月 月刊カメラマン1月号フォトコンテスト 佳作 伊藤恵理奈（代田）

2020年1月 第33回愛知県高校生の写真展 奨励賞 中西洸貴(豊川東部）

2020年1月 第33回愛知県高校生の写真展 奨励賞 黒田歌乃（章南）

2020年1月 第33回愛知県高校生の写真展 優秀賞・審査員特別賞 石黒智也（御津）

2020年2月 第5回東海地区高校生フォトコンテスト 入選 天野朝紀(豊橋北部）

2020年3月 月刊カメラマン３月号フォトコンテスト 銅賞 峯田恵太（作手）

2020年3月 月刊カメラマン３月号フォトコンテスト 佳作 小池結名（豊川南部）

2020年3月 月刊カメラマン３月号フォトコンテスト 佳作 藤田瑠菜（羽田）

2020年3月 のんほいフォトアワード2019 アフリカ東エリア賞 藤田瑠菜（羽田）

2020年4月 月刊カメラマン４月号フォトコンテスト 金賞 石黒智也（御津）

2020年4月 月刊カメラマン４月号フォトコンテスト 銀賞 峯田恵太（作手）

2020年4月 月刊カメラマン４月号フォトコンテスト 佳作 藤田瑠菜（羽田）

2020年5月 月刊カメラマン5月号フォトコンテスト 銀賞 黒田歌乃（章南）

2020年7月 CAPA７月号フォトコンテスト １席 小坂海渡（豊橋中部）

2020年7月 CAPA７月号フォトコンテスト 入選 峯田恵太（作手）

2020年8月 CAPA８月号フォトコンテスト 入選 夏目大翔（東郷）

2020年8月 CAPA８月号フォトコンテスト 入選 関谷菜々香（設楽）

2020年8月 全国高等学校総合文化祭WEBSOUBUN 文化連盟賞 石黒智也（御津）

2020年9月 CAPA９月号フォトコンテスト 入選 林駿太

2020年9月 渡邉剛生・藤田瑠菜・中西洸貴

2020年11月 のんほいフォトアワード2020 飼育員賞 味岡美侑（豊橋南陽）

2020年11月 CAPA１１月号フォトコンテスト 入選 西川祐平(豊川西部）

2020年12月 第33回東三河高校生の写真展 奨励賞 夏目大翔（東郷）

2020年12月 第33回東三河高校生の写真展 奨励賞 西川祐平(豊川西部）

2021年1月 CAPA１月号フォトコンテ1ト 入選 渥美満優子(新城）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 優秀賞 藤田瑠菜（羽田）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 奨励賞 野々山陽菜（豊川南部）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 奨励賞 味岡美侑（豊橋南陽）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 奨励賞 渡邉剛生（千郷）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 佳作 小池結名（豊川南部）

2021年1月 中日写真展特別部門「高校生の部」公募展 佳作 関谷菜々香（設楽）

2021年3月 第34回愛知県高校生の写真展 優秀賞 渥美満優子(新城）

2021年3月 第34回愛知県高校生の写真展 奨励賞 小坂海渡（豊橋中部）

2021年3月 第９回「国土を作る人」写真展 建設産業再生賞 八木梨菜（豊川西部）

2021年5月 CAPA5月号フォトコンテ1ト 入選 八木梨菜（豊川西部）

2020年6月 西川祐平・夏目大翔・小坂海渡

2021年7月 CAPA7月号フォトコンテ1ト 3席 竹内瑛亮(三谷）

　　写真甲子園東海ブロック予選出場（３年連続）

　　写真甲子園東海ブロック予選出場（4年連続）
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　　写真部実績一覧
2021年8月 CAPA8月号フォトコンテ1ト 入選 竹内瑛亮(三谷）

2021年8月 第45回全国高等学校総合文化祭（和歌山） 文化連盟賞 渥美満優子(新城）

豊川高校写真部

1955年　　「カメラ部」として創部。　1997年愛知県勢として初の写真甲子園出場を果たし、現在に至る。

日常の風景、東三河の祭りやイベント、豊川高校のアスリート、学校行事など撮影対象は多岐にわたる。

写真を通じて、撮影技術だけでなく、人とのふれあいを楽しみ、礼儀なども身につけるべく研鑽している。
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