
No. 部門 作品タイトル 撮影場所

1 一般 原風景 大分市河原内
2 一般 国東にもいた！？お猿さん 国東市　両子寺
3 一般 いつもの光景 津久見市保戸島
4 一般 秋候 大分市毛井
5 一般 轟地蔵 杵築市横井
6 一般 棒術 大分市吉野 
7 一般 舞台裏 大分市戸次
8 一般 日本一、二位の競演 豊後大野市清川町　出会橋、轟橋
9 一般 火花、散る！～三年に一度の湯立て荒神～ 豊後大野市三重町　御手洗神社
10 一般 新年を迎えた富貴寺大堂 豊後高田市　富貴寺
11 一般 新緑の富貴寺 豊後高田市　富貴寺
12 一般 日本で一番でかいやつ 宇佐市院内町　道の駅いんない
13 一般 HOT島での厄祓い 津久見市保戸島
14 一般 厳かに祈念 大分市　柞原八幡宮
15 一般 いつも見守っているよ 宇佐市四日市
16 一般 丸山八幡神社 楼門 大分市今市　丸山八幡神社
17 一般 星と旧発電所 豊後大野市　沈堕発電所跡
18 一般 くじゅうのご来光 九重町　すがもり避難小屋
19 一般 由布岳初冠雪 由布市　由布岳展望台
20 一般 両子寺の仁王像 国東市　両子寺
21 一般 仁王様は桜吹雪 杵築市　延隆寺
22 一般 旧豊後森機関庫転車台 玖珠町　旧豊後森機関庫

23 一般
福澤諭吉によって守られた景観を楽しめる
山。競秀峰。

中津市　競秀峰

24 一般 土手をかける少女たち 豊後大野市　原尻の滝
25 一般 千手観音菩薩坐像 豊後大野市　菅尾石仏
26 一般 毎日通っていた場所 別府市　別府駅
27 一般 蘇ったサクラソウ 別府市　猪の瀬戸湿原
28 一般 高崎山にて 大分市　高崎山

29 一般
”姫島全景”　---　国東半島の両子山山頂か
らの眺望

国東市　両子山山頂

30 一般 まほらま 大分市　弥栄神社

31 一般
金比羅岩　　～　波の浸食に耐える海獣のよ
う　～

国東市国東町

32 一般 古城の石垣 竹田市　岡城跡
33 一般 小倉山大聖不動明王 由布市挾間町篠原
34 一般 オダニの車橋 由布市庄内町櫟木
35 一般 竹田 竹楽2019 竹田市
36 一般 薬師如来の行列 豊後大野市　蓮城寺
37 一般 豪快な一閃放つ 大分市中心街
38 一般 And always will be 竹田市　黄牛の滝
39 一般 別府ﾗｸﾃﾝﾁｹｰﾌﾞﾙ線 別府市　別府ﾗｸﾃﾝﾁ下駅
40 一般 雪の中の金鱗湖 由布市　金鱗湖
41 一般 奈多八幡宮 杵築市　奈多海岸
42 一般 ゴームリーの鉄像 国東市国見町千燈　五辻不動
43 一般 宇佐神宮、参詣 宇佐市　宇佐神宮
44 一般 紅い月と杵築城 杵築市　杵築城跡
45 一般 中津城 中津市　中津城跡
46 一般 朝、光差す 日出町 横津神社
47 一般 対峙 豊後高田市　天念寺
48 一般 暖 豊後高田市　富貴寺
49 一般 彼岸花 竹田市　七ツ森古墳群
50 一般 神様？ 豊後高田市　福間磨崖仏
51 一般 ちいさな部屋 豊後大野市　犬飼石仏
52 一般 ゆるりと 由布市　湯平温泉
53 一般 ほっこりお不動さん 豊後高田市　熊野摩崖仏
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54 一般 湯の花小屋を作る人たち 別府市明礬
55 一般 復活を喜ぶ 豊後高田市　成仏寺
56 一般 神舞 国東市　伊美神社
57 一般 御田植 豊後高田市田染
58 一般 子ども獅子舞 国東市国見町岐部
59 一般 楽の舞（吉弘楽） 国東市武蔵町吉弘
60 一般 木造釈迦如来 国東市　萬弘寺
61 一般 裸祭り 豊後高田市
62 一般 岩壁の観音様（磨崖仏） 国東市　岩戸寺
63 一般 子育て観音 国東市　泉福寺
64 一般 初冬の里 大分市　後藤家住宅
65 一般 佇む仁王像 国東市　岩戸寺
66 一般 湯布院石松、加勢の湯 由布市　加勢の湯共同温泉
67 一般 江戸時代の標識 豊後高田市香々地
68 一般 ここも無名橋です 豊後高田市　中山仙境
69 一般 轟の十王像 杵築市横井
70 一般 涼を求て 竹田市　白水溜池堰堤水利施設
71 一般 平等 竹田市　音無井路十二号円形分水
72 一般 鶴崎踊り 大分市鶴崎
73 一般 後藤家住宅 大分市　後藤家住宅
74 一般 昼夜休まず　ゴットン！ 日田市小鹿田
75 一般 藁積み 豊後大野市朝地
76 一般 光ハ光々と･･･ 豊後大野市朝地
77 一般 千光寺地蔵菩薩立像 杵築市　千光寺
78 一般 穴井戸観音 豊後高田市　穴井戸観音
79 一般 関の江の棚田 別府市　関の江
80 一般 水掛けまつり 国東市　住吉神社
81 一般 お練り 国東市国見町
82 一般 国見神楽 国東市　国見
83 一般 岩戸寺本堂 国東市　岩戸寺
84 一般 不動岩より姫島遠望 国東市国見町


