
最優秀賞： 渡部 薫「団体パシュート 予期せぬ結末」（講談社）

編集委員長賞： 江口 明裕「美智子さま 30分の手つなぎデート」（光文社）

優秀賞： 宮嶋 茂樹「不肖・宮嶋 ウクライナ密着撮」（文藝春秋）

優秀賞： 高原 由佳「『BIGBOSS』の船出」（ベースボール・マガジン社）

優秀賞： 武市 公孝「うわっ！」（毎日新聞出版）

番 号 部　門 社　名 撮影者 タイトル 雑誌名・書 名

1 動物 毎日新聞出版 武市 公孝 うわっ！ 「サンデー毎日」（2022年2月20日号）

2 皇室 光文社 江口 明裕 美智子さま　３０分の手つなぎデート 「女性自身」（2022年6月28日号）

3 皇室 小学館 横田 紋子 雅子さま　ご夫婦でちむどんどん 「女性自身」光文社（2022年6月14日号）

4 皇室 扶桑社 大谷 美樹 神宮ご参拝（立皇嗣の礼を終えられたことをご奉告） 「皇室 THE　IMPERIAL　FAMILY」（令和4年夏 95号）

5 皇室 扶桑社 大谷 美樹 令和の御所 「皇室 THE　IMPERIAL　FAMILY」（令和3年秋 92号）

6 ファッション・ヌード 小学館 小倉 雄一郎 サウナのビーナス伝説 「Saunner 2022」（2022年6月30日発売）

7 人物・芸能 朝日新聞出版 東川 哲也 現代の肖像　義足モデルの海音 「AERA」（2022年2月21日号）

8 人物・芸能 朝日新聞出版 東川 哲也 村方乃々佳ちゃん 「AERA with Baby」（2022年4月15日発行）

9 人物・芸能 講談社 大坪 尚人 金田一少年の事件簿「なにわ男子」道枝駿佑　表紙＆特大ピンナップグラビア 「イブニング」（2022年09号）

10 人物・芸能 講談社 嶋田 礼奈 「ちはやふる」完結直前　広瀬すず スペシャルインタビュー 「BE　LOVE」（2022年7月号）

11 人物・芸能 講談社 森 清 神田伯山『講談放浪記』 「群像」（2022年1月号）

12 人物・芸能 講談社 森 清 俳優・阿部寛の「貪欲さ」の正体…その裏側にある「悔しかった過去」 「現代ビジネス」（2022年8月17日配信）

13 人物・芸能 光文社 加治屋 誠 氷川きよし　うちの子たちには毎食、私の手作りごはんを 「女性自身」（2022年8月23・30日合併号）

14 人物・芸能 小学館 小倉 雄一郎 ももクロ・百田夏菜子「茶畑のシンデレラ」になった瞬間“静岡・新観光スポット”を巡る旅 「NEWSポストセブン」（2022年3月30日・3月31日配信）

15 人物・芸能 扶桑社 山川 修一 広瀬アリスが明かす「ダメ元がモットー」挫折したことで変化した心境 「bizSPA！フレッシュ」（2022年5月13日配信）

16 料理・静物 講談社 青砥 茂樹 チキンカレーultimate 21＋の攻略法 『チキンカレーultimate 21＋の攻略法』（2022年7月14日発行）

17 料理・静物 新潮社 本田 武士 日本に避難してきたユリアさんに教わるウクライナ家庭料理 「週刊新潮」（2022年5月26日号）

18 料理・静物 新潮社 広瀬 達郎 運慶と鎌倉殿の仏師たち 「芸術新潮」（2022年7月号）

19 料理・静物 扶桑社 大谷 美樹 春日若宮式年造替金鶴洲浜台調進 「皇室 THE　IMPERIAL　FAMILY」（令和4年春 94号）

20 紀行・風景・ルポルタージュ 朝日新聞出版 小林 修 司馬遼太郎　頼朝・義経、北条家のひとびと 「週刊朝日」（2022年5月6日号～7月8日号）

21 紀行・風景・ルポルタージュ 朝日新聞出版 東川 哲也 河村電器産業　by　AERA 「河村電器産業　by　AERA」（2022年3月22日発行）

22 紀行・風景・ルポルタージュ 小学館 小倉 雄一郎 富山　サウナ紀行 「Saunner 2022」（2022年6月30日発売）

23 紀行・風景・ルポルタージュ 新潮社 西村 純 西伊豆・田子の「正月魚」 「週刊新潮」（2021年12月30日・2022年1月6日新年特大号）

24 紀行・風景・ルポルタージュ 新潮社 広瀬 達郎 杉本博司と日本の神々 「芸術新潮」（2022年1月号）

25 ニュース 光文社 吉田 豊・久保 貴弘 伊藤俊介♡イワクラ　シェアハウスで育んだ熱愛 「FLASH」（2022年7月19日号）

26 ニュース 新潮社 西村 純 タイトルよりコスプレ好き？ハイテンション「藤井五冠」 「週刊新潮」（2022年4月28日号）

27 ニュース 日刊現代 稲葉 訓也 安倍元総理を銃撃した男 「日刊ゲンダイ」（2022年7月12日号）

28 ニュース 日刊現代 野﨑 豊 衆院議長、黙して語らず 「日刊ゲンダイ」（2022年5月28日号）

29 ニュース 日刊現代 野﨑 豊 異例ずくめの選挙戦 「日刊ゲンダイ」（2022年7月12日号）

30 ニュース 文藝春秋 宮嶋 茂樹 不肖・宮嶋　ウクライナ密着撮 「週刊文春」（2022年4月7日号・6月9日号・6月16日号・6月23日号）

31 スポーツ 講談社 渡部 薫 団体パシュート　予期せぬ結末
「北京オリンピック2022総決算号」ベースボール・マガジン社（2022年3月2日発売）

「北京オリンピック総集編」朝日新聞出版（2022年2月24日発売）

32 スポーツ 講談社 渡部 薫 スノーボードハーフパイプ 金メダル　平野歩夢「誰も見たことのない景色」 「北京オリンピック2022総決算号」ベースボール・マガジン社（2022年3月2日発売）

33 スポーツ 文藝春秋 榎本 麻美・佐貫 直哉 北京五輪熱戦譜 「Sports　Graphic　Number」（1035号）/「週刊文春」（2022年2月24日号）

34 スポーツ 講談社 渡部 薫 AFC U23アジアカップ　ウズベキスタン2022　U21日本代表「パリ五輪へ向けて好発進」 「ゲキサカ」（2022年6月2日～6月18日配信）

35 スポーツ 文藝春秋 石川 啓次 第89回日本ダービー世界へつづくユタカコール。 「Sports　Graphic　Number」（1052号）

36 スポーツ 文藝春秋 杉山 秀樹 佐々木朗希　完全を超えろ。 「Sports　Graphic　Number」（1052号）

37 スポーツ ベースボール・マガジン社 高原 由佳 「BIGBOSS」の船出 「週刊ベースボール 」（2022年2月28日号）「BBM　Sports  web」 （2022年3月4日配信）

特別賞受賞作品（追加選考）

1 人物・芸能 小学館 横田 紋子 これぞレジェンド！木村拓哉、出陣！！ 「女性セブン」（2022年11月24日号）

2 ニュース 代表撮影 ※ 安倍晋三元内閣総理大臣国葬儀 「週刊新潮」（2022年10月6日号）・「週刊文春」（2022年10月6日号）・「女性セブン」（2022年10月13日号）

3 スポーツ 文藝春秋 佐貫 直哉 オリックス　日本一への軌跡 「Sports　Graphic　Number」（1062号）

4 スポーツ 文藝春秋 佐貫 直哉 村神様、降臨 「Sports　Graphic　Number」（1062号）

5 スポーツ 文藝春秋 鈴木 七絵・田口 有史 野球翔年 2022 (大谷翔平） 「Sports　Graphic　Number」（1058合併号・1062号）

6 スポーツ ベースボール・マガジン社 牛島 寿人 東北の悲願ついに成る！仙台育英、初の頂点へ。 「第104回 全国高校野球選手権大会 総決算号」（2022年 8月26日発売）

7 スポーツ 代表撮影 杉山拓也・松本輝一（文藝春秋）・渡部薫（講談社） W杯カタール大会2022　大国撃破　ドイツ戦 「Sports　Graphic　Number」（1064号）「Number Web」（2022年11月24日・11月26日配信）

8 スポーツ 代表撮影 杉山拓也（文藝春秋）・渡部薫（講談社） W杯カタール大会2022　大国撃破　スペイン戦 「Number　カタールW杯グループステージ総集編」（2022年12月6日発売）「ゲキサカ」（2022年12月2日・12月3日配信）「Number　Web」（2022年12月5日配信）

「第42回日本雑誌写真記者会賞」受賞作品リスト

※2　受賞者6名：石川 啓次（文藝春秋）・尾形 文繁（東洋経済新報社）・小倉 雄一郎(小学館）・西村 純（新潮社）・濱﨑 慎治（講談社）・福田 正紀（新潮社）


