
「第６７回滋賀県美術展覧会」入賞者名簿

平面

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 泡沫 織田　みき 蒲生郡日野町 滋賀県芸術文化祭賞

2 特選 紫陽花 中山　悠平 草津市
滋賀県美術協会理事長賞
滋賀県造形集団奨励賞

3 特選 空を視る 山根　須磨子 大津市 ＫＢＳ京都賞

4 特選 そこにある ノブチ　ヒロシ 大津市

5 特選 鯉想，Ⅱ 大洞　定治 東近江市 朝日新聞社賞

6 特選 棲息 日浅　順子 甲賀市

7 特選 夢の世界 神森　里子 草津市

8 特選 「僕が行く道は・・・・」 田中　知子 守山市 共同通信社賞

9 特選 予感 河野　真弓 高島市

10 特選 怪獣公園に春が来た 河本　恭加子 湖南市 毎日新聞社賞

11 特選 おもちゃとちゃうんやで 小泉　広明 大津市

12 特選 行く春 山本　悠紀子 大津市

13 特選 公会堂 肥後　訓次 近江八幡市 時事通信社賞

14 特選 異国にて 若狹　洋子 米原市

15 特選 里の望 井　悟 長浜市

16 佳作 鶏たち 福澤　昭 甲賀市

17 佳作 bro-ken 大原　香 守山市

18 佳作 開かずの扉 須崎　真智子 近江八幡市

19 佳作 夜明け・宙 毛利　由美子 草津市

20 佳作 生々流転2013 奥田　誠一 東近江市

立体

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 Never　give　up 森　三智子 大津市 滋賀県芸術文化祭賞

2 特選 存在したもの 川上　正昭 米原市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 黒い雨 川合　徹 高島市 滋賀県議会議長賞

4 特選 月夜に想うⅢ 伊庭　靖二 草津市 滋賀県文化振興事業団会長賞

5 特選 支える 中嶋　祐人 守山市
京都新聞社賞
滋賀県造形集団奨励賞

6 佳作 風が歌ってるよ 西見　智之 大津市

7 佳作 組体操 元木　重吉 東近江市



「第６７回滋賀県美術展覧会」入賞者名簿

工芸

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 流彩 木村　隆男 大津市 滋賀県芸術文化祭賞

2 特選 堆積する個 菊池　睦子 大津市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 アダージョⅡ 齊藤　多恵子 大津市 滋賀県教育委員会教育長賞

4 特選 極光 洞　勇同 甲賀市
読売新聞社賞
滋賀県造形集団奨励賞

5 特選 繚乱の虹 竹村　智之 大津市 エフエム滋賀賞

6 佳作 カモメに夢馳せて 千野　久子 高島市

7 佳作 波頭の器 奥村　小夜子 東近江市

書

番号 賞 命　　　　題 氏　　名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 歳朝を楽しむ 猪飼　朱実 大津市 滋賀県芸術文化祭賞

2 特選 王之渙詩 藤田　恭敏 大津市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 漢詩 広瀬　敏江 大津市 ＢＢＣびわ湖放送賞

4 特選 空夢 押谷　達彦 長浜市 中日新聞社賞

5 特選 漢詩句 鎭目　利子 栗東市 ＮＨＫ大津放送局長賞

6 特選 王維之詩 藤居　孝弘 大津市

7 特選 大音響 北村　慶 湖南市

8 特選 漢詩句 北川　雅子 甲賀市

9 特選 温庭筠詩 金澤　絹代 長浜市

10 特選 拾遺和歌集より 前畑　勝子 甲賀市

11 特選 いつかはきっと 本城　研石 大津市 産経新聞社賞

12 特選 断 井岡　正宣 大津市

13 特選 漢詩句 梶原　明美 守山市

14 特選 鳥鳴● 西村　俊子 大津市 ●石へんに間

15 特選 漢詩 伴　貴美子 湖南市

16 佳作 漢詩句 筒井　和彦 彦根市

17 佳作 謝縉詩 葛田　絢子 高島市

18 佳作 秋のおもむき 森　要 近江八幡市

19 佳作 王維之詩 岡本　久子 近江八幡市

20 佳作 秋江 前田　秀子 大津市


