
【小説】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 音～近江国風土記野洲郡条～ 妹尾 要 甲賀市

特             選 心の旅 佐藤 水楊 守山市 京都新聞社賞

特             選 続・和算入門～誘拐 松本 匡代 大津市 滋賀県議会議長賞

特             選 紫陽花の頃 小野 栄吉 彦根市

特             選 訪問者 木村 泰崇 犬上郡多賀町

特             選 小瓶の中 竹花 外記 大津市

特             選 エアプランツ 潮田 真結美 米原市

【随筆】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 童謡 山森 ふさ子 大津市

特             選 電車の中で 與五澤 江雄 湖南市 エフエム滋賀賞

特             選 一粒のお米の中に 谷井 肇子 甲賀市 滋賀県教育委員会教育長賞

特             選 若冲ミラクルワールドに魅せられて 寺井 一二三 草津市

特             選 「愛情宣言」 谷口 恵美子 長浜市 中日新聞社賞

特             選 幸せを運ぶ食べ物 伴 文子 蒲生郡日野町

特             選 喫茶店ウォッチング 伊藤 舞花 栗東市

【童話】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 おばけのガードマン 草香 恭子 大津市

特             選 わるいおにがやってくる 阿部 美智代 大津市 滋賀県文化振興事業団会長賞

特             選 いちじく長屋 小林 勝一 彦根市

【詩】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 孤独者の囈言 馬渕 兼一 野洲市

特             選 木槿の木の下に 島田 照世 大津市 ＢＢＣびわ湖放送賞

特             選 玉葱 成田 あかり 湖南市

特             選 骨組み 瀬戸口 美代子 湖南市

特             選 そらのおはなし 明光 志郎 野洲市

【作詞】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 STEP BY STEP 髙山 真由美 長浜市

特             選 ここが好き 三千院 高穂 蒲生郡日野町 毎日新聞社賞

特             選 馬酔木峠 園田 敦子 湖南市

第６３回滋賀県文学祭　入賞者一覧



【短歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 福山 幸雄 東近江市

特             選 寺下　則 近江八幡市 共同通信社賞

特             選 川田 節子 長浜市

特             選 清水 裕女 長浜市

特             選 雨森 正高 長浜市

特             選 嶋寺 洋子 大津市

特             選 宮﨑 正子 大津市

特             選 田口 洋子 彦根市

特             選 出 美智子 大津市

特             選 髙間 照子 大津市

特             選 寺村 享子 彦根市

特             選 清水 弘子 大津市

【俳句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 石本 美儀 野洲市

特　　　　　　選 北川 渓舟 甲賀市 朝日新聞社賞

特　　　　　　選 小沢 澤三 彦根市 ＫＢＳ京都賞

特　　　　　　選 小林 清次郎 東近江市

特　　　　　　選 立座 和子 大津市

特　　　　　　選 西村 雅尾 栗東市

特　　　　　　選 加藤 ゆたか 大津市

特　　　　　　選 近藤 草佳 草津市

特　　　　　　選 村 博 近江八幡市

特　　　　　　選 福原 芳江 彦根市

特　　　　　　選 若松 司 湖南市

特　　　　　　選 水口 となみ 大津市

特　　　　　　選 中正 美佐子 大津市

特　　　　　　選 長瀬 ふじ子 大津市

特　　　　　　選 馬場 美也子 彦根市

【川柳】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 畑山 美幸 草津市

特　　　　　　選 加藤 まん 湖南市 時事通信社賞

特　　　　　　選 泉 紅実 京都府京都市

特　　　　　　選 大谷 のり子 彦根市

特　　　　　　選 北村 幸子 草津市

特　　　　　　選 河野 美代子 湖南市

特　　　　　　選 安井 茂樹 大津市



【冠句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 安居 清七 彦根市

特　　　　　　選 奥田 壽英 甲賀市 ＮＨＫ大津放送局長賞

特　　　　　　選 田中 誠子 東近江市 読売新聞社賞

特　　　　　　選 後藤 雅泉 東近江市

特　　　　　　選 冨田 薫風 近江八幡市

特　　　　　　選 日比野 美鈴 彦根市

特　　　　　　選 中村 はるゑ 彦根市

【情歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 廣瀬 悠紀子 長浜市

特　　　　　　選 草野 喜久子 長浜市 産経新聞社賞

特　　　　　　選 安居 清七 彦根市

特　　　　　　選 竹端 明子 大津市


