
第29回かごしまフォト農美展　入賞者名簿

賞 題    名 名    前 賞 題    名 名    前
1 鹿児島県知事賞 葉たばこの植え付け 別府 和代 36 入選 気をつけて 金子 初代
2 南日本新聞社賞 私の好物 中原 まり子 37 入選 大根一族 川上 敦弘
3 鹿児島県⼟地改良事業団体連合会会⻑賞 環境を守る 大迫 豊昭 38 入選 ソラマメの株分け 木元 邦義
4 鹿児島県教育委員会賞 親子でジャガイモ掘り 仙名 良一 39 入選 スキンシップ 隈元 亮一
5 審査員奨励賞 江⼾⽔路を守る⼈々 藤本 克彦 40 入選 雨上がりの棚田 江夏 美里
6 審査員奨励賞 おしどり夫婦 山田 宏作 41 入選 始まるぞ〜 江夏 睦浩
7 特選 朝焼け 有馬 純一 42 入選 今年の取り入れも無事終了 酒匂 猛
8 特選 ⻘ネギの収穫 有村 憲一 43 入選 初体験 鮫島 孝
9 特選 集落の伝統行事 内田 則夫 44 入選 阿吽の呼吸 新福 里志
10 特選 若い体験者 ⻑ 勝幸 45 入選 牛登場！川辺祇園祭 杉山 富男
11 特選 共用の橋メンテナンス 柏木 研造 46 入選 霜害の片付け 諏訪園 保
12 特選 棚田に生きる 木元 邦義 47 入選 丁寧な柿ちぎり 仙名 良一
13 特選 コスモスゆれる 鈴木 弘信 48 入選 牛さんへ 園田 光代
14 特選 杉苗出荷 田中 和彦 49 入選 豊かな実り 大社 正照
15 特選 緑のリレー 田村 洋一 50 入選 雨日の苗取り 大社 正照
16 特選 楽しみの菜園 中原 まり子 51 入選 草取り作業中 髙山 博道
17 特選 夕棚のパレット 中村 吉文 52 入選 夕暮の段々畑 髙吉 宣良
18 特選 おやっとさあ・作業終了 東 桂子 53 入選 田の神さあもお花見 橘木 ツギ子
19 特選 県畜産共進会チャンピオン牛 樋渡 直竹 54 入選 取⽔口の障害物撤去 橘木 雅晴
20 特選 赤⼟のゼッピン 安田 卓也 55 入選 有機タマネギの収穫 橘木 雅晴
21 特選 私の出番！ 領家 幸内 56 入選 尾木場の田守⼈ 田邊 幹明
22 入選 いつも一緒 小豆野 稔 57 入選 初めてのぶどう狩り 田上 博明
23 入選 ⻩金⾊の午後 有川 さとみ 58 入選 家族みんなで 辻 典昭
24 入選 出番近し 有馬 純一 59 入選 田んぼに睡蓮 ⽔流 まり子
25 入選 キャベツ畑のスプリンクラー 有村 憲一 60 入選 休耕地活用 ⽔流 泰郎
26 入選 畦焼き日和 伊地知 順一 61 入選 くん炭作り 東穂 礼正
27 入選 春一番 野焼き 泉 誠二郎 62 入選 御田植え祭 永江 広幸
28 入選 オクラの林 今村 一正 63 入選 ぼくらの日曜日 中島 亮一
29 入選 共同作業 岩田 サツ子 64 入選 故郷を守りぬく 中原 忠彦
30 入選 帰り道 宇都 浩一郎 65 入選 今年も上出来 中村 ます子
31 入選 補植の出番 大迫 充 66 入選 空豆の種入れ 中村 ます子
32 入選 三世代で芋の収穫 大園 英史 67 入選 大根の化粧直し 中村 吉文
33 入選 春を待つ 大園 藤子 68 入選 良く出来たよ ⻄⾕ 尚純
34 入選 作業の足跡 栫井 俊英 69 入選 農業体験 ⻄村 正一郎
35 入選 いっぷく 柏木 政子 70 入選 子供たちへ ⻄村 正一郎
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71 入選 えんどうの芽摘み 野村 憲子 106 入選 ホラ、おいしいよ！ 脇田 佳子
72 入選 持っていっきゃんせ 萩原 照敏 107 鹿児島県農業農村整備情報センター会⻑賞 年越しソバ作り 東 桂子
73 入選 ハクサイの植え付け 橋本 保 108 審査員奨励賞（課題） 泊十五夜踊り 諏訪園 保
74 入選 梅雨の晴間 橋本 保 109 審査員奨励賞（課題） 仕事を終えて 富窪 保子
75 入選 棚田に暮らす 馬場園 信義 110 課題特選 なつかしい音が聞こえる 宇野 正勝
76 入選 五穀豊穣祭 馬場園 信義 111 課題特選 山間に響く 木元 邦義
77 入選 ニンニクの収穫 原口 たかつぐ 112 課題特選 雨にも負けず 鈴木 弘信
78 入選 里の風物詩 東 桂子 113 課題特選 後片付け 原口 たかつぐ
79 入選 作物の厄介者 久永 賢明 114 課題特選 100万個のキャベツ 堀脇 盛一
80 入選 梅ひろい 平井 孝八 115 課題入選 雪雀 伊地知 貴顕
81 入選 新しょうがの収穫 福寿 艶子 116 課題入選 ⽔中かけっこ 大薄 順子
82 入選 三代目デビュー 福留 博子 117 課題入選 伝統行事に生きる ⻑ 勝幸
83 入選 田園 福元 紘爾 118 課題入選 電柵張り 栫井 俊英
84 入選 サトウキビ収穫 福山 由美子 119 課題入選 棚田に響く草刈り音 柏木 研造
85 入選 早朝の草焼き 福吉 勝文 120 課題入選 太鼓で虫を追い出す 木元 邦義
86 入選 今夜はおでん 藤崎 能子 121 課題入選 収穫の秋 江夏 美里
87 入選 五穀豊穣の願い 藤原 弘美 122 課題入選 大きくなあ〜れ 江夏 睦浩
88 入選 自慢の桜島大根 藤本 和子 123 課題入選 出番ですよ！ 江夏 睦浩
89 入選 綱練り 藤本 克彦 124 課題入選 サクサク 鈴木 弘信
90 入選 台風、刈り入れ直前に 藤山 紀子 125 課題入選 春の足音 橘木 雅晴
91 入選 コロナ休校日でお手伝い 別府 和代 126 課題入選 凝視 田中 和彦
92 入選 共同作業 堀ノ内 靖 127 課題入選 帰り道 辻 典昭
93 入選 神場の穂拾い 前野 淳子 128 課題入選 ランチタイム 辻 典昭
94 入選 風雨に耐えて 前原 益雄 129 課題入選 悪戦苦闘 冨山 政良
95 入選 88歳 おばあちゃんの精米所 松木 絹子 130 課題入選 地鶏の楽園 中原 忠彦
96 入選 力を込めて 松木 絹子 131 課題入選 棚田を守る 野村 憲子
97 入選 田植え準備 松木 正一 132 課題入選 豊作の餅つき 橋本 保
98 入選 孫は監督さん 本村 智 133 課題入選 干し草ロール 福山 由美子
99 入選 生涯現役 森園 京子 134 課題入選 良か大根じゃー 藤本 和子
100 入選 田の神に感謝 安田 卓也 135 課題入選 白ゴマ落とし 藤本 克彦
101 入選 稲収穫に挑戦 山口 武海 136 課題入選 大声出して害虫退治 前原 益雄
102 入選 田植機始動中 山﨑 淳子 137 課題入選 操る⼈ 松元 涼子
103 入選 ありがとうね〜 山下 清實 138 課題入選 金峰米の搬出 山口 武海
104 入選 農婦 山下 義明 139 課題入選 そば干し 脇田 佳子
105 入選 苗作り 領家 幸内
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