
「第６９回滋賀県美術展覧会」入賞者名簿

第１部　　平面

番号 賞 作　品　名 氏名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 幸せさがし 日浅　順子 甲賀市

2 特選 常夏の記憶 仲川　千秋 草津市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 blue forest 福村　真美 大津市 滋賀県教育委員会教育長賞

4 特選 一隅 伊賀　荿子 野洲市 共同通信社賞

5 特選 雨はささやく 安本　麻美 草津市 京都新聞賞

6 特選 気配 石橋　国夫　 大津市 朝日新聞社賞

7 特選 歳月 大橋　誠治 守山市 ＮＨＫ大津放送局長賞

8 特選 風の中に 河野　真弓 高島市

9 特選 風韻 須崎　真智子 近江八幡市

10 特選 おもり詩メドレー 辻　ナツ子 大津市 エフエム滋賀賞

11 特選 森をぬけたら 寺村　洋喜 長浜市 時事通信社賞

12 特選 かくも長き不在の後に 大原　健 甲賀市 ＢＢＣびわ湖放送賞

13 特選 存在の証明 田中　知子 守山市 読売新聞社賞

14 特選 未来 平野　里帆 大津市 滋賀県造形集団奨励賞

15 特選 脳 杉山　尚 大津市

16 佳作 舫い 谷元　茂夫 大津市

17 佳作 鉄路の記憶Ⅲ－鏡の中の幻像－ 村山　建司 大津市

18 佳作 換気窓全開 河村　友文 大津市

19 佳作 無題 尾﨑　まりこ 高島市

20 佳作 石山の昼下り 井上　壽子 大津市

第２部　　立体

番号 賞 作　品　名 氏名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 晴れた日に 西見　智之 大津市

2 特選 風に想う 岩崎　高志　 近江八幡市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 黒い雨 川合　徹 高島市 滋賀県文化振興事業団会長賞

4 特選 鋭鋒－リズム 井上　三央 高島市 .

5 特選 未来の記憶 川上　正昭 米原市 中日新聞社賞

6 佳作 一歩 角　好未 栗東市

7 佳作 かみのて－Ⅱ－ 加藤　志織 長浜市



「第６９回滋賀県美術展覧会」入賞者名簿

第３部　　工芸

番号 賞 作　品　名 氏名 市町村 備考

1 芸術文化祭賞 宇宙の輝き 千野　久子 高島市

2 特選 月冴の湖 伊東　晃 高島市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 フュージョン(融合) 江川　多喜子 守山市 滋賀県議会議長賞

4 特選 心の虹 竹村　智之 大津市 産経新聞社賞

5 特選 叢 中條　芳徳 湖南市 .

6 佳作 天旋の器 青木　義雄 草津市 .

7 佳作 軌跡 長谷川　信子 高島市 .

第４部　　書

番号 賞 作品名 氏名 住所 備考

1 芸術文化祭賞 帰りなんいざ 本城　研石 大津市

2 特選 秋江晩眺 今居　青桃 草津市 滋賀県美術協会理事長賞

3 特選 太虚淸白、空明雪映 松永　大樹 伊賀市

4 特選 紫燕 梶原　明美 守山市

5 特選 張仲素詩 山本　理芳 甲賀市

6 特選 漢詩句 神戸　雅子 栗東市 ＫＢＳ京都賞

7 特選 杜甫詩 藤田　恭敏 大津市

8 特選 王維之詩 岡本　久子 近江八幡市

9 特選 富士山 辻澤　妙子 蒲生郡竜王町

10 特選 午枕 西本　聖子 大津市

11 特選 閑眠 松本　達冶 高島市 滋賀県造形集団奨励賞

12 特選 漢詩句 橋本　律子 甲賀市

13 特選 伏龍鳳雛 北村　慶 湖南市 毎日新聞社賞

14 特選 婕妤怨 西村　俊子 大津市

15 特選 錢起之詩 髙井　敦史 蒲生郡日野町

16 佳作 王勃詩 稲田　希公代 大津市

17 佳作 汪楫の詩 前田　秀子 大津市

18 佳作 高明の詩 岸本　響心 高島市

19 佳作 蕪村の四季 蘆塚　ひろ子 大津市

20 佳作 杜甫詩 中西　紫晄 甲賀市


