
「第６６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 彼方の庭　―椿Ⅰ― 塩賀　史子 野洲市

2 特選 とりたちのコミュニケーション 福澤　昭 甲賀市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 for the underground 浅田　かおる 大津市 滋賀県教育委員会教育長賞

4 特選 INSIGHT－ぼくは流されない－ 田中　知子 守山市 中日新聞社賞

5 特選 晩夏 神森　里子 草津市 ＢＢＣびわ湖放送賞

6 特選 Spring2012 後藤　裕子 大津市

7 特選 風化 大西　克美 草津市 滋賀県文化振興事業団会長賞

8 特選 貨車悠々 今井　博子 彦根市

9 特選 みなも 加賀谷　向日葵 大津市 滋賀県造形集団奨励賞

10 特選 記憶の断片 中村　佳阿瓔 守山市

11 特選 黄色い風 ノブチ　ヒロシ 大津市

12 特選 木洩れ日 河村　友文 大津市

13 特選 冬枯れ 横山　妙子 近江八幡市

14 特選 晩秋 中川　善雄 米原市 時事通信社賞

15 特選 ジーンズショップ 芦田　宏 草津市

16 佳作 Work,PassageⅢ 瀧　光太郎 大津市

17 佳作 舟屋一隅 隈元　道雄 大津市

18 佳作 古刹に咲く 平柳　美惠子 東近江市

19 佳作 In the garden 加持　友子 草津市

20 佳作 「children's voicesⅡ」 奥田　誠一 東近江市

第２部　立体

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 覚醒 田中　一樹 大津市

2 特選 連なりの景色 日花　治子 高島市
滋賀県美術協会理事長賞
滋賀県造形集団奨励賞

3 特選 華 石田　秋次 守山市 滋賀県議会議長賞

4 特選 伴奏者 志萱　州朗 彦根市 エフエム滋賀賞

5 特選 初舞台(ちびっ子ピエロ) 掛樋　とみ子 野洲市 産経新聞社賞

6 佳作 想’１２ 岩崎　高志 近江八幡市

7 佳作
Colored leaves ―紅葉―
(積木プロジェクト)

増野　智紀 京都市



「第６６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 聖火・時を超えて 藤本　圭子 高島市

2 特選 奏 新庄　育子 栗東市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 草木染と織　天孫降臨 今井　きよ美 守山市 読売新聞社賞

4 特選 流洸 舟越　一生 彦根市 毎日新聞社賞

5 特選 雷雲 西郡　公 野洲市 共同通信社賞

6 佳作 組器(再生) 石塚　泰洋 大津市

7 佳作 天平の美 椙本　宰輔 草津市

8 佳作 この道を 田川　泰子 長浜市

第４部　書

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 友 中村　重之 大津市

2 特選 海漫漫 松沢　麻美 栗東市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 与謝野晶子のうた 柴田　博子 長浜市 朝日新聞社賞

4 特選 俗事を離れて 森　要 近江八幡市 ＮＨＫ大津放送局長賞

5 特選 漢詩句 神戸　雅子 栗東市

6 特選 墨魂 押谷　達彦 長浜市

7 特選 秋夜 金澤　絹代 長浜市

8 特選 燕歌行 広瀬　敏江 大津市

9 特選 孤鴻 葛田　絢子 高島市 滋賀県造形集団奨励賞

10 特選 王昌齢詩 松本　己奈 甲賀市 ＫＢＳ京都賞

11 特選 雪花薔薇 宮部　年子 栗東市

12 特選 純 北川　雅子 甲賀市

13 特選 漢詩句 前田　秀子 大津市 京都新聞社賞

14 特選 漢詩句 梶原　明美 守山市

15 特選 朱彝●詩一節 松永　大樹 伊賀市 ●は尊　の上の　ソを八

16 佳作 無機となる 浅野　楚舟 大津市

17 佳作 禅語 池田　和雄 蒲生郡日野町

18 佳作 王●詩 中田　明美 長浜市 ●は　糸に友｀

19 佳作 秋の夕暮 藤澤　洋子 野洲市

20 佳作 漢詩句 藤田　文子 栗東市


