
第18回となみ野散居村フォトコンテスト　優秀作品目録

№ 賞 ･ 選 作品名 部門 撮　影　場　所 氏　　　名 住　　　　　所

1 散居村大賞 散居の目覚め 散居景観 小矢部市稲葉山 谷崎　悦夫 高岡市

2 散居村賞 夜霧の散居村 散居景観 南砺市医王山 麻柄　智治 富山市

3 となみ野歳時記賞 美しすぎる行燈山車 暮らし・行事 砺波市出町 村川　幸枝 高岡市

4 これぞ！景観賞 柿簾 暮らし・行事 南砺市才川七 杉山　邦雄 高岡市

5 奨励賞 遺産の輝き 暮らし・行事 南砺市城端 吉久　磨 射水市

6 奨励賞 祭りの少女 暮らし・行事 南砺市城端 鍋谷　真弓 高岡市

7 奨励賞 お祭り大好き 暮らし・行事 南砺市城端 吉沢　道子 高岡市

8 奨励賞 湖畔の夜桜観賞 四季・自然 砺波市庄川 小川　圭二 富山市

9 奨励賞 恵の緑 散居景観 南砺市林道 愛甲　喜一郎 砺波市

10 奨励賞 雪止んで 四季・自然 南砺市利賀村 水野　敬雄 中新川郡立山町

11 奨励賞 澄　清 四季・自然 南砺市相倉 平野　隆志 富山市

12 奨励賞 寒落暉 四季・自然 小矢部市クロスランド 倉内　学 石川県金沢市

13 奨励賞 タイムフライヤー 散居景観 南砺市蓑谷 吉尾　浩一 高岡市

14 奨励賞 雨上がり 暮らし・行事 砺波市頼成の森 谷崎　悦夫 高岡市

15 佳作 朝焼け模様 散居景観 南砺市国見ヒュッテ 谷崎　悦夫 高岡市

16 佳作 花園ロード 暮らし・行事 砺波市頼成の森 竹内　育雄 射水市

17 佳作 美くしきシルエット 散居景観 砺波市東保 竹内　育雄 射水市

18 佳作 びっくりする女子（おんな） 暮らし・行事 砺波市庄川 三国　機 氷見市

19 佳作 ドカ雪の朝 四季・自然 砺波市太田 吉田　賢治 富山市

20 佳作 世界遺産を受け継いで 暮らし・行事 南砺市 大谷　敦男 群馬県藤岡市

21 佳作 フラワーコーラス 散居景観 砺波市チューリップ公園 大谷　敦男 群馬県藤岡市

22 佳作 庄川峡にダブルアーチ 四季・自然 砺波市庄川 加藤　福蔵 砺波市

23 佳作 あっ！逃げた！ 四季・自然 南砺市信末 戸田　美香 富山市

24 佳作 白銀の砺波野を往く 散居景観 南砺市福光 河合　覚 南砺市

25 佳作 紅に浮かぶ 散居景観 南砺市 山下　聡司 南砺市

26 佳作 田植 暮らし・行事 砺波市井栗谷 林　謙宗 高岡市

27 佳作 雪降る中で 暮らし・行事 砺波市チューリップ公園 松井　澄夫 高岡市

28 佳作 白い じゅうたん 散居景観 砺波市 倉内　学 石川県金沢市

29 佳作 ピンクのカーペットに魅せられて 四季・自然 砺波市新屋敷 上野　貴志 高岡市

30 入選 花集う 暮らし・行事 砺波市チューリップ公園 後谷　弘 射水市

31 入選 清秋のコスモス畑 四季・自然 砺波市夢の平 沙魚川　秀一 富山市

32 入選 春に向かって 四季・自然 南砺市利賀村 土田　豊 南砺市

33 入選 雪原　染まる 四季・自然 小矢部市稲葉山 谷崎　悦夫 高岡市

34 入選 散居村春景 四季・自然 砺波市林 網濱　幹夫 高岡市

35 入選 夕陽に染まる 散居景観 砺波市散居村展望広場 松沢　裕次 富山市

36 入選 幻想 四季・自然 砺波市 能松　努 高岡市

37 入選 貴重な花摘み体験 暮らし・行事 砺波市高波 戸田　美香 富山市

38 入選 見上げれば万華鏡 暮らし・行事 砺波市中村 上野　貴志 高岡市

39 入選 朝霧流る 散居景観 砺波市福山 吉田　繁弘 砺波市

40 入選 満開の秋桜 四季・自然 砺波市夢の平 江尻　和久 富山市

41 入選 あかり坂 暮らし・行事 南砺市井波 明神　卓弥 高岡市

42 入選 クリスマス 暮らし・行事 砺波市中村 藤井　秀文 砺波市


