
【AXISギャラリー】

入場無料

【アーツギャラリー名古屋】
［平日］10時～18時 ［日・祝日］10時～16時 ※13日（金）、14日（土）、21日（土）は休館となります。

11時～20時

1.15Wed –26Sun

3.11Wed –22Sun

2020.

COMPETITION
2 0 2 0 日 本 レ ー ス 写 真 家 協 会 報 道 写 真 展
2020 Exhibition of Japan Racing Photographers Association

SUPER FORMULA

Suzuka 10hours

MotoGP

Suzuka 8hours SUPER GT

Formula 1

All Japan Motocross

WRC

Japan Formula 3

INDYCAR

24 Hours of Le Mans



JRPAアワードの表彰
日本レース写真家協会では、その年に最も『フォトジェニック』であった対象を選ぶ『JRPAアワード』を2006年から
選定しています。記録や戦績だけではなく、そのスタイルや立ち振る舞いがいかに魅力的で、常に話題や撮影機会

を提供しうる存在であるか、そしていかにフォトジェニックで、私たちフォ

トグラファーの“写心”をくすぐる存在であるか、また取材活動に対して紳

士的であるかなどを総合的に判断し、全会員の投票によって選定する賞

です。2018年は大賞をTEAM KUNIMITSU様（右上写真中央）、特
別賞を成田亮選手（右上写真左）が受賞、また、中嶋一貴選手（右下写真左）

は栄誉賞に選ばれました。

【協力】 SIM co.,ltd.  <infosim.co.jp>

【JRPA協賛各社（50音順）】 ※2019年11月現在

エプソン販売株式会社／株式会社岡山国際サーキット／株式会社オートポリス／
キヤノンマーケティングジャパン株式会社／銀一株式会社／サンディスク株式会社／株式会社GTアソシエイション／
SIM co.,ltd.／株式会社菅生／株式会社ニコンイメージングジャパン／日本ミシュランタイヤ株式会社／
株式会社日本レースプロモーション／ヴァイテックイメージング株式会社／富士スピードウェイ株式会社／
ブリッド株式会社／株式会社堀内カラー／株式会社モビリティランド／横浜ゴム株式会社

www. jrpa.org
※日本レース写真家協会のホーム
ページでは、随時会員によるフォト
ギャラリーを更新しています。

F1、MotoGP、WRC、ル・マン24時間、SUPER GTなど、
国内外のモータースポーツを捉えたフォトグラフィが一堂に会します。

超高速の世界でコンマ数秒を競い合う人とマシンの

美しくもダイナミックな一瞬一瞬を、じっくりとお楽しみください。

歴代受賞者：（敬称略）
第1回 （2005年）大賞： 服部 尚貴 特別賞： 伊藤 真一
第2回 （2006年）大賞： 鈴鹿サーキット 特別賞： 北川 圭一
第3回 （2007年） 大賞： ヨシムラジャパン  特別賞： 大嶋 和也
第4回 （2008年）大賞： 松田 次生  特別賞： 石井 正美
第5回 （2009年）大賞： ホンダNSX  特別賞： 青山 博一
第6回 （2010年） 大賞： 小林 可夢偉  特別賞： 伊藤 真一
第7回 （2011年） 大賞： 水谷 勝 特別賞： アンドレ・ロッテラー
第8回 （2012年） 大賞： 中嶋 一貴 特別賞： 中須賀 克行
第9回 （2013年） 大賞： 山本 尚貴 特別賞： 加賀山 就臣
第10回 （2014年） 大賞： 中嶋 一貴 特別賞： 亀谷 長純
第11回 （2015年） 大賞： チームインパル 特別賞： ヤマハ発動機株式会社
第12回 （2016年） 大賞： KONDO RACING 特別賞： 中須賀 克行
第13回 （2017年） 大賞： 横浜ゴム株式会社 特別賞： 有限会社ハルク・プロ 栄誉賞： 佐藤 琢磨
第14回 （2018年） 大賞： TEAM KUNIMITSU 特別賞： 成田 亮　 栄誉賞： 中嶋 一貴

日本レース写真家協会
【会員】  鈴木 雅雄、尾関 一、佐久間 健、鉄谷 康博、小林 稔、平田 勝、金子 博、竹内 秀信、中野 幸次、大谷 耕一、森山 良雄、
小木曽 良一、永元 秀和、木立 治、柴田 直行、野澤 廣幸、本池 邦雄、森山 俊一、折原 弘之、赤松 孝、荒川 正幸、浦部 哲之、
吉見 幸夫、熱田 護、佐藤 正勝、田中 秀宣、大西 靖、服部 眞哉、桜井 淳雄、原 勝弘、増田 貴広、伊藤 嘉啓、松本 浩明、
小林 直樹、佐藤 宏治、多賀 まりお、井上 雅行、上尾 雅英、鈴木 悦夫、益田 和久、石原 康、田村 弥、三橋 仁明、小笠原 貴士、
山村 博士、佐藤 安孝、加藤 智充、佐々木 純也、小河原 認、鈴木 紳平、高橋 学、秋山 昌輝、遠藤 智、脇田 博之、竹内 英士、
吉田 成信、田村 翔、平野 隆治、長谷川 徹、大島 洋行、北川 正明　
【特別会員】  千葉 允、外園 功光、河原 英二、田中 靖、内山 勇、本間 俊夫、村西 一海、原 富治雄、藤田 知久、石塚 昇、
小宮 岩男、松本 高好、住吉 道仁、齋藤 和俊、桜井 健雄　

AXISギャラリー
東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル4F
地下鉄：六本木駅 3番出口より徒歩約8分
 六本木一丁目駅  1番出口より徒歩約8分
自動車： 首都高速環状線 飯倉ランプ出口
 飯倉片町交差点そば、外苑東通り沿い

アーツギャラリー名古屋
愛知県名古屋市中区栄4-16-23
名古屋ビジュアルアーツ1号館1F

COMPETITION
2 0 2 0  日 本 レ ー ス 写 真 家 協 会 報 道 写 真 展
2020 Exhibition of Japan Racing Photographers Association

2020.1.15Wed –26Sun

東京会場

名古屋会場

2020.3.11Wed –22Sun

開館時間： 11時～20時

開館時間： ［平日］10時～18時 ［日・祝日］10時～16時
※13日（金）、14日（土）、21日（土）は休館となります。

※2019年11月現在

日本レース写真家協会（Japan Racing Photographers 
Association／略称JRPA）は、新聞・雑誌、WEB等での報道目的
を主体に、FIA／FIM／JAF／MFJ等国内外の二輪・四輪の公認モー
タースポーツイベントを撮影する、国内唯一のモータースポーツフォト

グラファーの団体で、1971年に設立されました。長年に渡って豊富な
経験と実績をもつ会員61名・特別会員15名が現在在籍し、幅広く活
動しています。私たちの目的は、モータースポーツの感動、興奮、そ

して美しさあふれる一瞬を切り取り、伝えることにあります。また、イ

ベントでの写真教室や撮影会への協力、サーキットでのアマチュアフォ

トグラファー向け講習会の開催等、写真を通じたモータースポーツの

振興・発展のための活動にも力を注いでいます。


