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ビックカメラでうみぽす展示会の実施 
〜カメラファンの皆様へうみぽすをアピール〜 

 
	 一般社団法人海洋連盟（本社：東京都港区、代表理事：妹尾博之、以下海洋連

盟）は、3 月 16 日より 3 月 31 日までの間、株式会社ビックカメラ（本社：東
京都豊島区、代表取締役：宮嶋 宏幸、以下ビックカメラ）の協力のもと、ビッ
クカメラ池袋東口カメラ館 8 階にて、「うみぽす」ポスター入賞作品 42 点の展
示と動くポスター(動画)入賞作品 40点の展示を行います。 
 
	 今回の展示は、ビックカメラ全店の中でもカメラファンが多く集まるカメラ

館でうみぽす作品の展示を行うことで、うみぽすの応募増と、カメラファンの皆

様への新しい表現の機会をお知らせすることを目的としています。 
 
■ビックカメラ池袋東口カメラ館 
住所：東京都豊島区東池袋 1-1-3 
電話：03-3988-0002 
営業時間：年中無休 10:00 a.m. - 9:00 p.m. 
 
	

	

※セミナーなどの関係で一部ご覧いただけない時間帯がある可能性があります。

詳しくは、ビックカメラ池袋東口カメラ館までお問い合わせください。 
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■「うみぽす」とは 
「うみぽす」は 2015 年にスタートした、地元の海に人を集めることを目的にし

た全員参加型の地方創生プロジェクトです。  
老若男女、プロ／アマを問わず、自分たちの地元の海、好きな海のポスターや

動画をつくって、それをみんなに見てもらい、みんなで日本の海を盛り上げて

いこうという活動です。 
日本全国から作品を募集し、優秀作品を表彰しています。 
主催：海洋連盟 共催：舵社 日本財団 
後援：国土交通省 文部科学省 観光 
 
■お問い合わせ 
一般社団法人海洋連盟内 うみぽす事務局 
東京都港区赤坂 7-10-6 ストークビル赤坂 503  
TEL：03-5549-2151 
（受付時間：平日 10:00〜17:00） 
umipos@ocean-alliance.org 
 
■公式サイト 
https://umipos.com 
 
■facebook 
https://www.facebook.com/umipos/ 
 
■Instagram 
https://www.instagram.com/blue_action_insta/ 
 



うみぽす　ビックカメラ池袋東口カメラ館8階　展示入賞作品一覧
展示期間：2019/3/16-3/31

ポスター部門

番号 年度 部 都道府県 賞 エリア賞 作者名
1 2017 アプリ 千葉県 伊藤莉央
2 一般 東京都 清水清夏／板倉みすず
3 こども 富山県 グランプリ 海と日本プロジェクト in 富山 浜藤快生
4 こども 長野県 江藤翔
5 一般 三重県 塩谷暁理
6 一般 長崎県 審査員特別賞　石原良純賞 西村透
7 一般 沖縄県 一ノ瀬みか
8 一般 沖縄県 グランプリ 與座紀香
9 一般 沖縄県 下地涼介

10 2018 一般 宮城県 加藤航也
11 一般 山形 西倉美扇
12 一般 千葉県 川村七海
13 一般 千葉県 郷間史椰
14 一般 千葉県 海と日本PROJECT千葉エリア賞 福原巧太
15 一般 東京都 審査員特別賞　中村征夫賞 石野田紫帆
16 一般 東京都 清水清夏／板倉みすず
17 こども 東京都 野上愛麻
18 一般 神奈川県 スマートビーチラボ
19 こども 神奈川県 海と日本PROJECT神奈川エリア賞 玉田実咲
20 一般 神奈川県 山口夕貴
21 こども 神奈川県 準グランプリ 五味ありさ
22 一般 福井県 海と日本PROJECT福井エリア賞 和泉みちこ
23 一般 長野県 準グランプリ 小松奈津紀
24 こども 静岡県 グランプリ 小林未央
25 一般 京都府 泉美羽
26 一般 京都府 海と日本PROJECT京都エリア賞 小林栄
27 一般 大阪府 上野智也
28 一般 和歌山県 海と日本PROJECT和歌山エリア賞 キタムラアイ
29 一般 鳥取県 海と日本PROJECT最優秀エリア賞 海と日本PROJECT鳥取エリア賞 山内あきの
30 一般 岡山県 眞野晃子
31 こども 岡山県 グランプリ 出宮里奈
32 一般 広島県 海と日本PROJECT広島エリア賞 後藤萌絵
33 一般 山口県 海と日本PROJECT山口エリア賞 橋野桃華
34 一般 香川県 海と日本PROJECT香川エリア賞 玉田実咲
35 こども 福岡県 審査員特別賞　矢ケ崎紀子賞 園こうじろう
36 一般 長崎県 審査員特別賞　石原良純賞 淵江亮一
37 一般 熊本県 海と日本PROJECT熊本エリア賞 熊本ちゃん（福田 莉千）
38 一般 鹿児島県 池田龍介
39 一般 鹿児島県 三好保津／綾城圭
40 一般 沖縄県 海と日本PROJECT沖縄エリア賞 喜屋武美澄
41 一般 沖縄県 審査員特別賞　田久保雅己賞 伊藤由美子
42 一般 沖縄県 審査員特別賞　別所哲也賞 松田優醐

■ビックカメラ池袋東口カメラ館 
住所：東京都豊島区東池袋1-1-3 
電話：03-3988-0002 



動くポスター（動画）部門

No 年度 都道府県 受賞 エリア賞 作者名
1 2017 福島県 海と日本PROJECT in ふくしま賞 坂本 博紀
2 千葉県 海と日本プロジェクト in 千葉県賞 伊藤　光騎
3 東京都 海と日本プロジェクト in TOKYO賞 猪股　美保
4 新潟県 海と日本プロジェクト ｉｎ 新潟 畠野　寛宏／榊原　裕
5 富山県 海と日本プロジェクト in 富山賞 神山　青唯
6 静岡県 海と日本PROJECT in 静岡県賞 玉利　広太郎／小湊　正敏
7 兵庫県 海と日本プロジェクト in ひょうご賞 古田 奈都子
8 島根県 田中 佳孝
9 広島県 ぶら島太郎

10 愛媛県 海と日本PROJECT in えひめ
11 佐賀県 グランプリ 海と日本PROJECT in 佐賀 井上　一也
12 長崎県 金村ゼミ
13 長崎県 海と日本PROJECT in ながさき賞 小川　隆
14 熊本県 横山　聡子
15 宮崎県 海と日本プロジェクト ｉｎ みやざき賞 高橋　菜々子
16 宮崎県 木本　帆南
17 鹿児島県 海と日本PROJECT in 鹿児島賞 山下　大裕
18 沖縄県 羽島　めい
19 沖縄県 海と日本PROJECT in 沖縄県賞 荻原　宏
20 沖縄県 別所哲也賞 藤野　仁美／小林寛明
21 2018 東京都 海と日本PROJECT東京エリア賞 竹内 瑞季
22 神奈川県 海と日本PROJECT神奈川エリア賞 岩田 夕希奈
23 神奈川県 岡田 廉士
24 神奈川県 藤城 はつき県
25 富山県 海と日本PROJECT富山エリア賞 片岡 優希
26 富山県 中島　渚
27 福井県 海と日本PROJECT福井エリア賞 宮塚 昌尚
28 静岡県 海と日本PROJECT最優秀エリア賞 海と日本PROJECT鳥取エリア賞 増田一樹
29 岡山県 海と日本PROJECT岡山エリア賞 羽島 めい
30 岡山県 かとう ひかる
31 愛媛県 審査員特別賞　森本千絵賞 海と日本PROJECT愛媛エリア賞 明音
32 佐賀県 海と日本PROJECT佐賀エリア賞 rin
33 長崎県 海と日本PROJECT長崎エリア賞 小川 隆
34 大分県 安藤 菜々実
35 鹿児島県 岩井 紗菜
36 沖縄県 照屋
37 沖縄県 加藤 伸子
38 沖縄県 宮本 真佐美
39 沖縄県 海と日本PROJECT沖縄エリア賞 山川 玲華
40 沖縄県 グランプリ 飯塚 隼太
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