
第１1回となみ野散居村フォトコンテスト入賞・入選作品一覧表

番号 賞名 作　品　名 部門 撮　影　場　所 氏　　　名 住　　　　　所

1 散居村大賞 獅子舞 2 砺波市庄川町古上野 藤井　秀文 砺波市

2 散居村賞 散居の夜 1 南砺市　八乙女山 杉村　洋子 砺波市

3 散居村賞 夜高の子若５人衆 2 小矢部市津沢 上田　邦男 富山市

4 となみ野歳時記賞 伝統の厄払い 2 砺波市庄川町 森　政春 砺波市

5 奨励賞 ランデブー 1 砺波市　散居村展望台 桧垣　博和 大阪府高槻市

6 奨励賞 散居の目覚め 1 南砺市井波 出川　一己 砺波市

7 奨励賞 となみ野の幻影 1 砺波市五谷　展望台 愛甲　喜一郎 砺波市

8 奨励賞 光芒 1 砺波市東保 森　政春 砺波市

9 奨励賞 冬の夕日を浴びて 1 小矢部市西川原 吉田　毅 小矢部市

10 奨励賞 「散居村の朝焼け」 1 南砺市宗守 中島　義則 南砺市

11 奨励賞 悠久の刻 1 砺波市庄川町 井上　学 富山市

12 奨励賞 夜高まつり 2 砺波市内 浅野　実 富山市

13 奨励賞 柿を守る 3 南砺市土生新　 杉山　邦雄 高岡市

14 奨励賞 昔ながら農業 3 砺波市庄川町高儀新 藤井　秀文 砺波市

15 佳作 夕照の散居村 1 砺波市　夢の平 住吉　英一 岡山県岡山市南区

16 佳作 南砺の空に 1 南砺市福光 浦　鋭二 石川県金沢市

17 佳作 夜間飛行 1 砺波市五谷　夢の平 愛甲　喜一郎 砺波市

18 佳作 里芋里 1 南砺市 藤井　秀文 砺波市

19 佳作 満開のコスモス 1 砺波市大門 浅野　陽子 富山市

20 佳作 黄昏の水田 1 砺波市五谷 林　謙宗 高岡市

21 佳作 慈しみ 2 砺波市出町 藤谷　忠相 富山市

22 佳作 いなほの響き 2 砺波市庄川町 山中　祥三朗 大阪府大阪市此花区

23 佳作 躍動 2 砺波市本町 高島　一郎 砺波市

24 佳作 夜高に燃える 2 南砺市福野 横山　鉄弥 石川県金沢市

25 佳作 スイセン見頃 2 砺波市　夢の平 浅野　陽子 富山市

26 佳作 春爛漫 2 砺波市中村　 酒井　与志宗 中新川郡上市町

27 佳作 クライマックス 2 砺波市 梶原　隆 富山市

28 佳作 春の彩り 2 砺波市　チューリップ公園 梶原　隆 富山市

29 佳作 皆んないっしょ 3 砺波市柳瀬 川堰　あけみ 砺波市

30 入選 高秋　南砺の里 1 南砺市井波　志観寺 杉山　邦雄 高岡市

31 入選 向日葵満開 1 南砺市福光 北陸病院付近 橋場　正夫 砺波市

32 入選 晩秋の水鏡 1 砺波市太田 安念　政満 砺波市

33 入選 干柿の里 1 南砺市福光　立野 洞口　孝司 富山市

34 入選 寒い朝 1 南砺市福野 徳永　栄一 南砺市

35 入選 雪のフォルム 1 砺波市柳瀬 天野　勝広 石川県輪島市



番号 賞名 作　品　名 部門 撮　影　場　所 氏　　　名 住　　　　　所

36 入選 ふるさとの夕暮れ 1 南砺市井波　 柴田　早理 南砺市

37 入選 朝日に輝くつらら 1 砺波市宮丸 向井　國子 砺波市

38 入選 秋日和 1 砺波市　夢の平 梶原　隆 富山市

39 入選 熱演 2 砺波市内 上田　邦男 富山市

40 入選 コスモスがいっぱい！ 2 砺波市　夢の平 上田　邦男 富山市

41 入選 厄払い 2 砺波市庄川町 加藤　福蔵 砺波市

42 入選 水田に映えるバルーン 2 砺波市千保 文野　千加枝 砺波市

43 入選 泣かぬ蛍の場 2 砺波市出町 山田　芳子 富山市

44 入選 除雪 3 砺波市太田 林　謙宗 高岡市

応募点数　２５７点 第１部門 １４０点、第２部門 ７６点、第３部門 ４１点

入賞・入選作品　計　４４点


