
第１部　平面

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 さあ、今、ここから… 田中　知子 守山市

2 特選 駅前通り 肥後　訓次 近江八幡市 滋賀県美術協会賞

3 特選 約束 山本　麻衣子 栗東市 滋賀県教育委員会教育長賞

4 特選 五月の風 河野　真弓 高島市

5 特選 彼方の庭－芙蓉－ 塩賀　史子 野洲市 時事通信社賞

6 特選 麦秋 平柳　美惠子 東近江市 滋賀県文化振興事業団理事長賞

7 特選 緑のある門 増田　未沙子 大津市

8 特選 レンズは見た 吉田　善吾 野洲市 中日新聞社賞

9 特選 漁港閑日 尾崎　重夫 東近江市

10 特選 秋の贈り物 川瀬　幸子 大津市

11 特選 めぐる季節 谷村　純子 彦根市 京都新聞社賞

12 特選 寂隂「山門」 川崎　浩 米原市

13 特選 過ぎ行く夏に 山本　悠紀子 大津市

14 特選 エコ＆ヨシ
・ ・

山田　政一 彦根市 ＢＢＣびわ湖放送賞

15 特選 HATO 西井　香織 守山市 滋賀県造形集団奨励賞

16 佳作 緑の作品 日比野　千惠子 長浜市

17 佳作 水浴 宮治　喜久美 甲賀市

18 佳作 生きる 田川　克美 愛知郡愛荘町

19 佳作 静寂 坂田　吉蔵 東近江市 ※「吉」は、土に口

20 佳作 明日へ 伊賀　荿子 野洲市

第２部　立体

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 月夜に想うⅡ 伊庭　靖二 草津市

2 特選 contrast－Ⅱ 井上　三央 高島市 滋賀県美術協会賞

3 特選 必然の芽生 森　三智子 大津市 NHK大津放送局長賞

4 特選 雲の立つ時 藤田　マサヒロ 大津市

5 特選 私たちを見つめる電脳の目 藤澤　憲彦 蒲生郡日野町 滋賀県造形集団奨励賞

6 佳作 ハノイの人 志萱　州朗 彦根市

7 佳作 天を仰ぐ（サハラ砂漠にて） 掛樋　とみ子 野洲市
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第３部　工芸

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 進化の刻 牛原　龍一 湖南市

2 特選 草木染と織　祈り 今井　きよ美 守山市 滋賀県美術協会賞

3 特選 森流 杉村　大樹 甲賀市 滋賀県造形集団奨励賞

4 特選 映洸 舟越　一生 彦根市

5 特選 卓上の静物 中條　芳徳 湖南市 毎日新聞社賞

6 佳作 芽生え 奥村　小夜子 東近江市

7 佳作 彩変 木村　健人 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 菜根譚 中村　重之 大津市

2 特選 わがうへに 石谷　幸子 湖南市 滋賀県美術協会賞

3 特選 鼓吹曲 森　要 近江八幡市 滋賀県議会議長賞

4 特選 李紳詩一節 松永　大樹 伊賀市 朝日新聞社賞

5 特選 富士山 村尾　弘美 甲賀市 産経新聞社賞

6 特選 風のいろ 猪飼　宜妙 湖南市 ＫＢＳ京都賞

7 特選 杜甫詩 岡本　久子 近江八幡市

8 特選 紫式部の歌 貞永　大樹 大津市

9 特選 漢詩句 筒井　和彦 彦根市

10 特選 今、やらねば!! 北村　慶 湖南市 共同通信社賞

11 特選 楊萬里の詩 饗庭　掃雲 高島市

12 特選 獨 藤田　恭敏 大津市 読売新聞社賞

13 特選 漢詩句 加藤　宏美 湖南市

14 特選 十年 葛田　絢子 高島市 滋賀県造形集団奨励賞

15 特選 漢詩 古谷　優星 摂津市

16 佳作 長安秋望 藤永　峰子 草津市

17 佳作 漢詩句 梶原　明美 守山市

18 佳作 陸游詩 北川　光月 大津市

19 佳作 漢詩句（七言詩） 橋本　律子 甲賀市

20 佳作 はじめの一歩 辻澤　妙子 蒲生郡竜王町
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