
第６４回滋賀県美術展覧会 入賞者名簿

第１部　平面

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 ａｎｉｔｙａ 藤本　達子 大津市

2 特選 共存 宇野　曰 草津市 滋賀県美術協会賞

3 特選 トニーと白い椅子 望月　高明 大津市 ＫＢＳ京都賞

4 特選 刻 加藤　和昭 近江八幡市 共同通信社賞

5 特選 電柱のある風景 篠原　俊一 草津市 京都新聞社賞

6 特選 冬の溜池 坂田　吉藏 東近江市 産経新聞社賞

7 特選 ふるさと（瀬戸の海） 日浅　順子 甲賀市

8 特選 光待つ場所へ 藤田　裕子 野洲市 中日新聞社賞

9 特選 遠い記憶 ノブチ　ヒロシ 大津市 滋賀県文化振興事業団理事長賞

10 特選 蓮 塩賀　史子 野洲市 滋賀県造形集団奨励賞

11 特選 解体 肥後　訓次 近江八幡市

12 特選 六角形の窓 河村　友文 大津市

13 特選 釘応えⅡ 吉岡　ちえこ 大津市

14 特選 一隅 伊賀　荿子 野洲市

15 特選 マダムｄｅマダム 若狹　洋子 米原市 ＢＢＣびわ湖放送賞

16 佳作 娘 大栢　美岐 大津市

17 佳作 刻 西田　啓代 守山市

18 佳作 京阪高架下 奥田　孝作 大津市

19 佳作 Ｓｐｒｉｎｇ 後藤　裕子 大津市

20 佳作 青への羨望 溝口　圭子 草津市

第２部　立体

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 contrast 井上　三央 高島市

2 特選
月のない夜にはⅣ 伊庭　靖二 草津市 滋賀県美術協会賞

3 特選 道 高崎　敏和 長浜市 読売新聞社賞

4 特選
想 岩崎　高志 近江八幡市

5 特選
洞窟 平楽　庄司 高島市 滋賀県教育委員会教育長賞

6 佳作
侵食ネットワークからの脱却 鈴川　大葵 甲賀市

7 佳作
聖堂 中島　千英子 大津市



第６４回滋賀県美術展覧会 入賞者名簿

第３部　工芸

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 流跡 杉村　大樹 甲賀市

2 特選 流耀 舟越　一生 彦根市 滋賀県美術協会賞

3 特選 山紫水明 千原　賀津喜 湖南市 NHK大津放送局長賞

4 特選 暫照 藤井　收 大津市 朝日新聞社賞

5 特選 アダージョ 齊藤　多恵子 大津市

6 佳作 春近し 宇部　裕子 大津市

7 佳作 暁の光 洞　勇同 甲賀市

第４部　書

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 双鶴 森野　公美子 栗東市

2 特選 金風 浅野　楚舟 大津市 滋賀県美術協会賞

3 特選 尤袤詩 川添　翠湖 大津市

4 特選 新古今和歌集撰 石谷　幸子 湖南市 滋賀県議会議長賞

5 特選 獣 井岡　正宣 大津市

6 特選 春望 青木　芳子 湖南市 日本経済新聞社賞

7 特選 雪模様 稲田　浩子 栗東市 時事通信社賞

8 特選 貝瓊詩 葛田　絢子 高島市 滋賀県造形集団奨励賞

9 特選 さざれ波 宇野　嘉子 草津市

10 特選 雙燕 中村　淳風 高島市

11 特選 生涯 北川　雅子 甲賀市

12 特選 杜甫の詩 岡本　久子 近江八幡市

13 特選 漢詩句 西村　俊子 大津市 毎日新聞社賞

14 特選 漢詩 山中　靜枝 甲賀市

15 特選 和 井堀　多美子 東近江市

16 佳作 乳 三原　芳子 大津市

17 佳作 広大無辺 藤田　恭敏 大津市

18 佳作 漢詩句 前田　秀子 大津市

19 佳作 漢詩 梶原　明美 守山市

20 佳作 月 金澤　絹代 長浜市


