
あなたが選ぶ すみだの風景１００選入選作品 

 

ジャンル 番号 タイトル 撮影者 

1 親水公園で遊ぶ（１） 阿部 嘉一郎 

2 夜の東京スカイツリー 石上 卓良 

3 墨田の渓谷 猪瀬 孝行 

4 春の釣堀 猪瀬 孝行 

5 雨上がりの次の日 江部 勇 

6 遊歩道 大森 繁一郎 

7 「冬そな」？スミダの銀杏並木 金親 泰子 

8 隅田公園の２月 倉員 喜久雄 

9 秋模様 佐藤 才次郎 

10 春の遊歩道 佐藤 才次郎 

11 桜と雪化粧 白川 義男 

12 だれにもやさしい隅田川 鈴木 百合子 

13 「粋」 鈴木 百合子 

14 古えの都市伝説 坪井 昭二郎 

15 水辺の万華沼 坪井 長吉 

16 楽しむつり人 坪井 長吉 

17 つり人と傘のいろいろ 坪井 長吉 

18 ハトも昼休み 長嶋 壽子 

19 隅田の春 長嶋 壽子 

20 大横川親水公園 生田目 末吉 

風景（公園、橋

梁、水辺界隈） 

21 河畔の暮景 山本 敏 

22 朝日に映えるフラムドール 阿部 嘉一郎 

23 錦糸町駅とバスターミナル 荒井 孝昌 

24 人情長屋生活 荒舩 貴美代 

25 未来空間・夜の江戸東京博物館 飯沼 喜久夫 

26 昭和の酒屋さん 内海 勝藏 

27 角のあるビル 太田 洋之 

28 賑わう国技館 太田 洋之 

29 庁舎映込み 片岡 貞一 

30 水面に写る公会堂と鴨 金親 泰子 

31 公園内の遊び場 島田 孝好 

32 ドスコイ！ 島田 孝好 

33 黄金色に染まる鏡ツリー 鈴木 百合子 

34 あったまっていく？ 鈴谷 優子 

35 路地うらの日本一 田村 ようせい 

建物等（区内施

設、鉄道、町並

み） 

36 眠らずの壁 坪井 昭二郎 



37 げんそうてきなもえる心 鶴川 隼太郎 

38 世界一タワーの見えるすみだの風景 勅使川原 開作 

39 京島の路地 西田 成夫 

40 路地裏の井戸 八方 正義 

41 路地裏 八方 正義 

  

42 錦糸町の顔 先輩 後輩 松井 桜子 

43 針穴から見たスカイツリー（其の４） 井口 正夫 

44 特急りょうもう 石上 卓良 

45 青空に伸び行く東京スカイツリー 岩下 八十八 

46 ある日の落日 岩下 八十八 

47 北十間を行く観光船 及川 庄一 

48 クレーン林立 片岡 貞一 

49 突き進む東京スカイツリー 金田 博史 

50 桜とスカイツリー 金田 博史 

51 みんなのスカイツリー「展望台」 金親 泰子 

52 新名所と人力車 桑原 誠也 

53 すみだまつりとスカイツリー 桑原 誠也 

54 江戸の輝き 小坂 善男 

55 にぎわい 小橋 勇夫 

56 浅草からスカイツリー見物 鈴木 百合子 

57 川面に映る逆さツリー 関 勝広 

58 かもめとスカイツリー 高橋 林蔵 

59 夕ぐれのスカイツリー 高橋 林蔵 

東京スカイツ

リー® 

60 建設中の東京スカイツリー（夜間） 谷口 重男 

61 横綱誕生 青木 信弘 

62 隅田町のお地蔵さん 内海 勝藏 

63 宮出し 加納 隆明 

64 秋深し 佐藤 才次郎 

65 歴史をかたる狛犬 佐藤 幸子 

66 創設者の名前の残る栗原橋 佐藤 幸子 

67 萩のトンネル 白倉 良子 

68 うす氷の心字池に写る雪吊り 白倉 良子 

69 下町のオアシス三囲神社 鈴木 百合子 

70 神社を守るご神木 鈴谷 優子 

71 街中の力士像 髙山 次夫 

72 巨大石碑 髙山 次夫 

73 弘福寺としだれさくら 坪井 長吉 

74 牛の顔 鶴川 隼太郎 

名所･旧跡（神

社、寺院）･石

碑・銅像・その

他伝統建造物 

75 吉良さんも大石さんもなかよくしてね 勅使川原 開作 



76 希望 長嶋 壽子 

77 ようこそ都会のオアシスへ！ 村山 房子 

78 汚れを清める輪 村山 房子 

  

79 江島杉山神社 最上 輝之 

80 墨堤さくらまつり 荒井 一陽 

81 慰霊堂の秋 荒井 一陽 

82 ひとときの花柳会 荒舩 貴美代 

83 御鎮座千百五十年の finale 飯沼 喜久夫 

84 亀沢 4丁目大神輿 飯沼 喜久夫 

85 ウォーターフェア レガッタ 伊藤 紀子 

86 墨田さくら祭りの半玉さん 伊藤 紀子 

87 隅田川花火 及川 庄一 

88 宮入り 大森 繁一郎 

89 国技館通り 倉員  久雄 

90 お相撲さんと健康体操 佐藤 幸子 

91 夏の部活レガッタ 佐藤 幸子 

92 桜の河川敷 白川 義男 

93 隅田川の花火 高橋 林蔵 

94 春うらら 髙山 次夫 

95 牛嶋神社大祭 谷口 重男 

96 「墨堤さくらまつり」の人出 谷口 重男 

97 鯉のぼりのある風景 勅使川原 開作 

98 新春梯子乗り 生田目 末吉 

99 初夏にはためく 西村 寅治 

歳時記（季節、

行事、祭り、イ

ベント） 

100 華のお座敷 野  正興 

 


