
第20回となみ野散居村フォトコンテスト・ビエンナーレ　入賞作品一覧

賞 ･ 選 作品名 部門 撮　影　場　所 氏　　　名 住　　　　　所

1 散居村大賞 夢幻の朝 景観と四季・自然 南砺市医王山 島田　舜也 富山市

2 散居村賞 春へ向かって 景観と四季・自然 南砺市利賀 土田　豊 南砺市

3 となみ野歳時記賞 お米いっぱい食べるぞ 景観と四季・自然 砺波市庄川町 伊東　利浩 砺波市

4 奨励賞 夜に集う 人々の躍動・暮らし 小矢部市石動 早野　由香 埼玉県さいたま市

5 奨励賞 雪しんしんと 景観と四季・自然 南砺市利賀村 水野　敬雄 中新川郡立山町

6 奨励賞 極寒の庄川峡 景観と四季・自然 南砺市庄川 南部　勉 南砺市

7 奨励賞 残　照 景観と四季・自然 砺波市庄川合口ダム 後谷　弘 射水市

8 奨励賞 早朝からの手入れ 人々の躍動・暮らし 砺波市頼成の森 松永　正昭 富山市

9 奨励賞 衣替え 景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 吉久　磨 射水市

10 奨励賞 残り柿 景観と四季・自然 南砺市城端 鍋谷　真弓 高岡市

11 奨励賞 残り柿 人々の躍動・暮らし 南砺市城端 和泉　知英子 氷見市

12 奨励賞 スターライト 景観と四季・自然 南砺市中尾 麻柄　智治 富山市

13 奨励賞 散居の白い虹 景観と四季・自然 砺波市太田 𠮷田　賢治 富山市

14 佳作 秋桜の舞 景観と四季・自然 砺波市夢の平 水野　敬雄 中新川郡立山町

15 佳作 里山の春祭り 人々の躍動・暮らし 南砺市上平 南部　勉 南砺市

16 佳作 幽幻の夜雲海 景観と四季・自然 小矢部市稲葉山牧場 島田　舜也 富山市

17 佳作 豪雨のどよめき 景観と四季・自然 砺波市チューリップフェア 網谷　昭 富山市

18 佳作 冬の晴れ間のフェスティバル 人々の躍動・暮らし 南砺市福光 藤牧　隆夫 富山市

19 佳作 世界遺産を守る 景観と四季・自然 南砺市菅沼 河合　覚 南砺市

20 佳作 夏到来 人々の躍動・暮らし 砺波市庄川 河合　覚 南砺市

21 佳作 雪原の赤と白 景観と四季・自然 南砺市城端 谷崎　悦夫 高岡市

22 佳作 実りの秋 人々の躍動・暮らし 南砺市城端 谷崎　悦夫 高岡市

23 佳作 旅立ちのタワー 人々の躍動・暮らし 砺波市チューリップ公園 北島　正之 富山市

24 佳作 春をくぐって 景観と四季・自然 砺波市庄川 斉藤　司 砺波市

25 佳作 こんこんと降る 景観と四季・自然 南砺市井波 山﨑　堅吾 高岡市

26 佳作 豊穣の秋 人々の躍動・暮らし 南砺市立野原 吉田　繁弘 砺波市

27 佳作 朝日に照らされるコスモス 景観と四季・自然 砺波市夢の平スキー場 麻柄　智治 富山市

28 佳作 静寂の中 景観と四季・自然 砺波市水記念公園 沼田　康明 茨城県水戸市

29 入選 路地を往く 人々の躍動・暮らし 南砺市城端 佐藤　章靖 長野県松本市

30 入選 庄川挽物木地 人々の躍動・暮らし 砺波市庄川 米道　晴哉 砺波市

31 入選 躍　動 人々の躍動・暮らし 南砺市菅沼 後谷　弘 射水市

32 入選 夕　景 景観と四季・自然 砺波市庄川堤防 網代　吉孝 高岡市

33 入選 仏への道標 人々の躍動・暮らし 南砺市井波瑞泉寺 金谷　與治 南砺市

34 入選 コキヤ畑の花 景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 徳永　栄一 南砺市

35 入選 繋がりを行く 景観と四季・自然 南砺市渡原 松木　信行 富山市

36 入選 鎮守の杜の祝福 人々の躍動・暮らし 南砺市高瀬神社 松木　信行 富山市

37 入選 役者魂の子供 人々の躍動・暮らし 砺波市出町 北島　正之 富山市

38 入選 GO TO 鯉の放流 人々の躍動・暮らし 砺波市庄川 大橋　欣次 射水市

39 入選 私の好きなチューリップ 景観と四季・自然 砺波市高波 斉藤　司 砺波市

40 入選 献穀田を刈り終えて 人々の躍動・暮らし 砺波市庄川町 杉山　邦雄 高岡市

41 入選 店明り 人々の躍動・暮らし 南砺市相倉 大谷　敦男 群馬県藤岡市

42 入選 競　演 景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 小島　由多加 高岡市

43 入選 輝く森 景観と四季・自然 砺波市庄川合口ダム 沼田　康明 茨城県水戸市


