
第28回かごしまフォト農美展 入賞者名簿

賞    名 題    名 名    前 賞    名 題    名 名    前
1 鹿児島県知事賞 ゴボウ畑の海外実習生 別府 和代 36 入選 優しく丁寧に 柏木 研造
2 南日本新聞社賞 幻想大根ヤグラ 前原 益雄 37 入選 元旦の奉納 柏木 政子
3 鹿児島県農業農村整備情報センター会⻑賞 五穀豊穣の願い 中原 忠彦 38 入選 共同作業 柏木 政子
4 鹿児島県⼟地改良事業団体連合会会⻑賞 ヒエ抜き 田邊 幹明 39 入選 可愛い農業後継者 上 鈴子
5 鹿児島県教育委員会賞 やっと終わった 藤本 和子 40 入選 転覆防止 前部重心は妻の仕事 上 良照
6 審査員奨励賞 清流に洗う 大薄 四男 41 入選 じゃがいもファミリー 川上 敦弘
7 審査員奨励賞 収穫日和 江夏 美里 42 入選 仲睦ましく 川尻 宣博
8 特選 共同作業 内田 則夫 43 入選 重たいよ 川尻 宣博
9 特選 収穫終えて 柏木 政子 44 入選 後継者 川畑 憲一
10 特選 中学生、田植機に挑戦 木之元 俊久 45 入選 早春のからいも植え二重張り 木元 邦義
11 特選 集団の収穫 木元 邦義 46 入選 ⿊豚との触れ合い 桐田 友理乃
12 特選 作業の合間で 純浦 耕次 47 入選 今年も上出来 久木野 優子
13 特選 私達人参チーム 橘木 ツギ子 48 入選 石積の補修作業 久木野 優子
14 特選 窯出し 田邊 幹明 49 入選 91才！農に生きる 櫛山 つぎ
15 特選 苗場の季節 田村 洋一 50 入選 鎮守の森の春祭り 江夏 美里
16 特選 家族総出で 塚原 宏文 51 入選 見事な連携 江夏 睦浩
17 特選 一家総出 永江 広幸 52 入選 マルチ張り 鮫島 孝
18 特選 村落協同体 東 桂子 53 入選 今年も有難う 下鶴 満伸
19 特選 夕立に舞う（伊作太鼓踊り） 樋渡 直竹 54 入選 化粧直しの田の神さあ 白尾 孝一
20 特選 おばあちゃんの畑 藤本 克彦 55 入選 曲線美 新福 里志
21 特選 いつも一緒 松木 絹子 56 入選 収穫の刻（とき） 新村 みち子
22 特選 夏空の下で 松永 マリ子 57 入選 アイガモの詩 鈴木 弘信
23 入選 出番待ち 有馬 純一 58 入選 里に生きる 園田 千代子
24 入選 ニラの選別調整 有村 憲一 59 入選 今年も豊作 園田 光代
25 入選 夏休みは僕の出番 池田 穰 60 入選 強力な助っ人 園田 光代
26 入選 子供の領分 泉 誠二郎 61 入選 泥にまみれて 大社 正照
27 入選 セカンドライフ 井手 孝一 62 入選 特訓中 髙岡 勝義
28 入選 じいちゃんのしめ縄づくり 上釜 理恵子 63 入選 ⻑ネギの選別作業 髙山 博道
29 入選 伝承 宇都 浩一郎 64 入選 生涯現役 竹下 政博
30 入選 タニシ退治 宇都 浩一郎 65 入選 農⺠劇団出番前 橘木 雅晴
31 入選 美味しさいっぱい優しさいっぱい 大迫 充 66 入選 棚田の稲刈 田上 博明
32 入選 春まだ遠き 大薄 四男 67 入選 夕陽を浴びて 塚原 宏文
33 入選 苦労と実り 大園 藤子 68 入選 植え付けの前に 辻 典昭
34 入選 ⺟は強し 大納 勝雄 69 入選 お茶のカット 冨山 政良
35 入選 故郷からの便り 栫井 俊英 70 入選 ⻤⽕焚きのご馳⾛ ⻑里 弘志
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71 入選 収穫のよろこび 中島 亮一 106 入選 ⺟ちゃんは力持ち 山下 清實
72 入選 とうがん出荷 中原 忠彦 107 入選 活性炭まき 山下 三重子
73 入選 米作りの喜び 中原 まり子 108 入選 植付の春 山田 宏作
74 入選 初春の準備 中原 まり子 109 入選 豊作に感謝 与島 邦重
75 入選 そらまめ⾃慢〜6粒の実り 中村 ます子 110 入選 愛牛を共進会に出品！ 領家 幸内
76 入選 春キャベツの収穫 中村 吉文 111 入選 忙しいのに！ 脇田 佳子
77 入選 収穫 ⻄村 正一郎 112 入選 モーのえさ 脇田 佳子
78 入選 陽寄せ作り 野村 憲子 113 鹿児島県ふるさと保全委員会賞 苗作り 鮫島 孝
79 入選 ひとやすみ 野村 憲子 114 審査員奨励賞（課題） 捨てられる命（Ⅱ） 松永 マリ子
80 入選 桜島と生きる 萩原 照敏 115 課題特選 子どもたちの給食用なんです 大迫 充
81 入選 棚田の秋 萩元 義人 116 課題特選 鈴なり 柏木 研造
82 入選 田の神講 橋本 保 117 課題特選 霜害の後始末 諏訪園 保
83 入選 十五夜（お月さま作り） 馬場園 信義 118 課題特選 共同作業 大社 正照
84 入選 田の神さあのお直り 浜畑 麗子 119 課題特選 重石の効用 中原 忠彦
85 入選 田園劇を楽しむ 浜畑 麗子 120 課題入選 命の川 岩田 サツ子
86 入選 学童保育の時間 東 桂子 121 課題入選 2019年7月 豪雨による水害 宇都 織香
87 入選 べたつく唐芋餅 平井 孝八 122 課題入選 凍らせて守る茶畑 ⻑ 勝幸
88 入選 山からの恵み 樋渡 直竹 123 課題入選 倒れたわが子を ⻑ 秀子
89 入選 ⻘空の下で 福山 由美子 124 課題入選 雪にも負けず 木元 邦義
90 入選 親子三世代 藤原 弘美 125 課題入選 命ある限り 小牧 三郎
91 入選 ナタ豆の収穫 藤本 克彦 126 課題入選 霜降る予感 鈴木 弘信
92 入選 おぎおんさあの嫁入り 別府 和代 127 課題入選 いのちのはじまり 髙山 博道
93 入選 娘夫婦と一緒に 堀之内 誠 128 課題入選 暖冬の大根 橘木 ツギ子
94 入選 出荷準備 堀ノ内 靖 129 課題入選 豊作を祈る 橘木 雅晴
95 入選 大根満載!!笑みいっぱい 堀脇 盛一 130 課題入選 終焉 田中 和彦
96 入選 祭りの日 前原 益雄 131 課題入選 胞子の舞い 田邊 幹明
97 入選 大豊作もきびしい現実 松木 絹子 132 課題入選 苗作り 辻 典昭
98 入選 農夫 松本 伸一 133 課題入選 お田植え祭の苗 ⻑里 利寛
99 入選 田植えの頃 松元 涼子 134 課題入選 ソラマメの芽出し作業 中原 まり子
100 入選 もうすぐ春ですね 村岡 俊雄 135 課題入選 牛にお裾分け 野村 憲子
101 入選 豊作祈願ガンバレ！ 安田 卓也 136 課題入選 桜まじ 藤本 克彦
102 入選 タカナの植え付け 山口 正之 137 課題入選 豪雨災害の爪痕 松木 絹子
103 入選 スマイルファーマー 山﨑 淳子 138 課題入選 輝く苗 宮田 カツ子
104 入選 代掻おつかれ様 山﨑 満義 139 課題入選 次の世代に 本村 智
105 入選 我が家の春休み 山﨑 満義
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