
第19回となみ野散居村フォトコンテスト　優秀作品

賞 ･ 選 作品名 部門 撮　影　場　所 氏　　　名 住　　　　　所

1 散居村大賞 散居村の夜の雲海 散居景観と四季・自然 南砺市医王山 𠮷田　賢治 富山市

2 散居村賞 浪漫飛行 散居景観と四季・自然 砺波市スカイフェス 藤丸　正義 富山市

3 となみ野歳時記賞 雪中の華燭 人々の暮らし・行事 南砺市利賀 小島　由多加 高岡市

4 奨励賞 里山の春祭り 人々の暮らし・行事 南砺市五箇山 南部　勉 南砺市

5 奨励賞 職人技に酔いしれる 人々の暮らし・行事 南砺市城端 谷崎　悦夫 高岡市

6 奨励賞 あたしの楽園 散居景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 網谷　昭 富山市

7 奨励賞 春の訪れ 散居景観と四季・自然 砺波市庄川 後谷　弘 射水市

8 奨励賞 長老の眼 人々の暮らし・行事 南砺市城端 倉内　学 金沢市

9 奨励賞 柿簾 人々の暮らし・行事 南砺市福光 徳永　栄一 南砺市

10 奨励賞 華舞台 散居景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 山崎　勇 射水市

11 奨励賞 津沢魂 人々の暮らし・行事 小矢部市津沢 吉久　磨 射水市

12 奨励賞 川霧 散居景観と四季・自然 南砺市庄川峡 麻柄　智治 富山市

13 奨励賞 気球アート 人々の暮らし・行事 砺波市中村グランド 大谷　敦男 群馬県藤岡市

14 佳作 安居寺の春 散居景観と四季・自然 南砺市福野 南部　勉 南砺市

15 佳作 花の園 散居景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 加藤　けい子 砺波市

16 佳作 芝桜古墳 散居景観と四季・自然 砺波市チューリップ公園 網谷　昭 富山市

17 佳作 冴ゆる朝 散居景観と四季・自然 小矢部市稲葉山 和泉　知英子 氷見市

18 佳作 雨上がりの祭りの朝 人々の暮らし・行事 南砺市城端 和泉　知英子 氷見市

19 佳作 春の花園 散居景観と四季・自然 砺波市夢の平 上野　貴志 高岡市

20 佳作 二人の世界 人々の暮らし・行事 砺波市チューリップ公園 上野　貴志 高岡市

21 佳作 富風浮（ふふふ） 人々の暮らし・行事 南砺市福光 山﨑　堅吾 砺波市

22 佳作 好々爺 人々の暮らし・行事 南砺市利賀村 山﨑　堅吾 砺波市

23 佳作 輝きの朝 散居景観と四季・自然 南砺市医王山 東　實 金沢市

24 佳作 美林と棚田　雪の景 散居景観と四季・自然 砺波市五谷 久々湊　榮策 高岡市

25 佳作 春爛漫 人々の暮らし・行事 砺波市チューリップ公園 村川　幸枝 高岡市

26 佳作 雪上花（二輪のチューリップ） 人々の暮らし・行事 南砺市イオックスアローザ 𠮷村　和洋 高岡市

27 佳作 有終のクロスランドおやべ 散居景観と四季・自然 南砺市医王山 毛利　桂子 富山市

28 佳作 晩秋の候 散居景観と四季・自然 南砺市福光 河上　二朗 富山市

29 入選 出番前 人々の暮らし・行事 南砺市城端 鍋谷　真弓 高岡市

30 入選 静かな目覚め 散居景観と四季・自然 小矢部市清水 津島　英幸 富山市

31 入選 青と白の世界 散居景観と四季・自然 南砺市庄川峡 谷崎　悦夫 高岡市

32 入選 白い布団に包まって 散居景観と四季・自然 南砺市上野 大西　幸夫 南砺市

33 入選 夕霧立つ頼成新 散居景観と四季・自然 砺波市栴檀野 今井　俊 砺波市

34 入選 見渡す雪景色 散居景観と四季・自然 南砺市利賀大橋 斉藤　司 砺波市

35 入選 村祭り 人々の暮らし・行事 南砺市利賀 後谷　弘 射水市

36 入選 初夏の渓流 散居景観と四季・自然 小矢部市宮島峡 竹内　育雄 射水市

37 入選 思いを引き継いで 人々の暮らし・行事 南砺市利賀 小島　由多加 高岡市

38 入選 美味しくなぁれ 散居景観と四季・自然 南砺市福光 吉久　磨 射水市

39 入選 身がわりになった鯉 人々の暮らし・行事 砺波市庄川町 東　句美子 高岡市

40 入選 伝統を受け継ぐ 人々の暮らし・行事 南砺市五箇山 東　句美子 高岡市

41 入選 コスモスのゲレンデ 人々の暮らし・行事 砺波市夢の平スキー場 松永　正昭 富山市

42 入選 彩り競う気球 人々の暮らし・行事 砺波市中村 沖　昭夫 射水市

43 入選 ヴェールに包まれて 散居景観と四季・自然 南砺市医王山 出町　武司 高岡市
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