
【小説】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 胸の中に雨は降る 木村　泰崇 犬上郡多賀町

特             選 近江　青の洞門 小野　栄吉 彦根市 滋賀県文化振興事業団会長賞

特             選 時間軸 藤本　弘子 犬上郡多賀町 エフエム滋賀賞

特             選
和算入門
～支配勘定見習い・山田正明の一日

松本　匡代 大津市

特             選 イカレナイ 妹尾　要 甲賀市

特             選 湖畔の兄弟 成宮　恵津子 彦根市

【随筆】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 ゴーヤ棚の下で 桂田　孝司 高島市

特             選 息子の涙 木村　泰崇 犬上郡多賀町 朝日新聞社賞

特             選 好きな色のように 上田　菫 蒲生郡竜王町 滋賀県教育委員会教育長賞

特             選 熊野の弓引神事 古道　紀美子 蒲生郡日野町 ＫＢＳ京都賞

特             選 三角くじの悔しさ 與五澤　江雄 湖南市

特             選 告白 石川　麻子 大津市

特             選 哀しみの岸辺 木村　弘和 彦根市

【童話】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 お兄ちゃん 小林　勝一 彦根市

特             選 五月の満月は 竹谷　利子 草津市 滋賀県議会議長賞

特             選 僕の夏休み 三田村　正子 長浜市

【詩】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 鍋の意 成田　あかり 湖南市

特             選 竹林 島田　照世 大津市 京都新聞社賞

特             選 開花 馬渕　兼一 野洲市

特             選 プラナリア 山根　悠謳 草津市

特             選 雪消月 篠原　ゆう 米原市

【作詞】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 星吊藻の願い 三千院　高穂 蒲生郡日野町

特             選 このまちが好きだ 下村　正勝 長浜市 産経新聞社賞

特             選 貝殻坂 いとう　かおる 栗東市
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【短歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 寺下　則 東近江市

特             選 雨森　正高 長浜市 ＢＢＣびわ湖放送賞

特             選 河分　武士 彦根市 時事通信社賞

特             選 万木　筆子 甲賀市

特             選 太田　澄子 甲賀市

特             選 宮本　照男 草津市

特             選 山本　弘美 大津市

特             選 成宮　建男 米原市

特             選 中西　時夫 米原市

特             選 秋山　茂樹 野洲市

特             選 龍田　裕子 大津市

特             選 石川　麻子 大津市

【俳句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 櫻井　雅子 野洲市

特　　　　　　選 佐々木　加代子 近江八幡市 読売新聞社賞

特　　　　　　選 福家　淑 守山市 毎日新聞社賞

特　　　　　　選 藤川　耕心 米原市

特　　　　　　選 西尾　辰之 米原市

特　　　　　　選 川瀬　正子 長浜市

特　　　　　　選 村田　文子 大津市

特　　　　　　選 近藤　寿子 彦根市

特　　　　　　選 近藤　佳子 草津市

特　　　　　　選 槙島　信子 長浜市

特　　　　　　選 白木　正子 草津市

特　　　　　　選 一尾  久子 大津市

特　　　　　　選 兼松　芳江 大津市

特　　　　　　選 加藤　ゆたか 大津市

特　　　　　　選 古川　武人 大津市

【川柳】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 北村　幸子 草津市

特　　　　　　選 小川　欣子 長浜市 共同通信社賞

特　　　　　　選 久保田　紺 大阪府大阪市

特　　　　　　選 谷口　文 京都府京都市

特　　　　　　選 重森　恒雄 彦根市

特　　　　　　選 北村　美保 栗東市

特　　　　　　選 平井　美智子 大阪府大阪市



【冠句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 松村　晴耕 近江八幡市

特　　　　　　選 冨田　薫風 近江八幡市 中日新聞社賞

特　　　　　　選 梅村　夢情 守山市

特　　　　　　選 平井　一粋 高島市

特　　　　　　選 笠原　玲子 長浜市

特　　　　　　選 馬殿　毬子 高島市

特　　　　　　選 中村　はるゑ 彦根市

特　　　　　　選 伴　昭典 湖南市

【情歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 熊木　順 近江八幡市

特　　　　　　選 髙井　和世 甲賀市 ＮＨＫ大津放送局長賞

特　　　　　　選 林　タミ子 長浜市

特　　　　　　選 中田　正道 長浜市


