
部門 賞 各社賞／奨励賞 氏名(筆名) 氏名(筆名)ふりがな 年齢 住所:県 住所：市(町)

知事賞 中川　法夫 なかがわ　のりお 74 滋賀県 守山市

特選１ 京都新聞賞 吉野　幸夫 よしの　ゆきお 68 滋賀県 大津市

特選２ 夕住　凛 ゆうずみ　りん 64 滋賀県 高島市

特選３ NHK大津放送局長賞 佐藤　駿司 さとう　しゅんじ 44 滋賀県 大津市

特選４ 藤瀬　慶久 ふじせ　よしひさ 40 滋賀県 草津市

特選５ 産経新聞社賞 松本　佐知子 まつもと　さちこ 59 滋賀県 甲賀市

特選６ 川島　謙介 かわしま　けんすけ 70 滋賀県 近江八幡市

特選７ 北川　慎 きたがわ　しん 37 滋賀県 野洲市

知事賞 山森　ふさ子 やまもり　ふさこ 73 滋賀県 大津市

特選１ びわ湖芸術文化財団理事長賞 古橋　童子 ふるはし　どうじ 50 滋賀県 長浜市

特選２ 時事通信社賞 橋本　鈴子 はしもと　すずこ 70 滋賀県 蒲生郡日野町

特選３ 藤本　弘子 ふじもと　ひろこ 63 滋賀県 犬上郡多賀町

特選４ 伊藤　眞雄 いとう　まさお 67 滋賀県 彦根市

特選５ 礒田　洋三 いそだ　ようぞう 71 滋賀県 大津市

特選６ 上野　初子 うえの　はつこ 65 滋賀県 犬上郡甲良町

特選７ 船岡　房公 ふなおか　ふさひろ 68 滋賀県 大津市

特選８ ほりた　碧伊 ほりた　あおい 69 滋賀県 米原市

知事賞 島田　照世 しまだ　てるよ 66 滋賀県 大津市

特選１ 毎日新聞社賞 佐藤　孝代 さとう　たかよ 71 滋賀県 草津市

特選２ 園田　敦子 そのだ　あつこ 76 滋賀県 湖南市

特選３ 沖　達也 おき　たつや 30 滋賀県 大津市

特選４ 松山　武 まつやま　たけし 81 滋賀県 野洲市

知事賞 福山　幸雄 ふくやま　ゆきお 87 滋賀県 東近江市

特選１ KBS京都賞 叶　恋 かのう　れん 59 滋賀県 蒲生郡日野町

知事賞 近藤　甚一郎 こんどう　じんいちろう 76 滋賀県 長浜市

特選１ 県議会議長賞 幅尾　茂隆 はばお　しげたか 76 滋賀県 甲賀市

特選２ 中日新聞社賞 北川　夏帆 きたがわ　かほ 18 滋賀県 彦根市

特選３ 山本　弘美 やまもと　ひろみ 55 滋賀県 大津市

特選４ 村岸　千鶴子 むらぎし　ちづこ 91 滋賀県 犬上郡甲良町

特選５ 東　俊行 あずま　としゆき 81 滋賀県 大津市

特選６ 吉田　節夫 よしだ　せつお 70 滋賀県 野洲市

特選７ 太田　澄子 おおた　すみこ 71 滋賀県 甲賀市

特選８ 山田　愛子 やまだ　あいこ 87 滋賀県 草津市

特選９ 小倉　文枝 おぐら　ふみえ 74 滋賀県 長浜市

知事賞 前川　菅子 まえがわ　すがこ 81 滋賀県 彦根市

特選１ 朝日新聞社賞 久保田　和子 くぼた　かずこ 86 滋賀県 愛知郡愛荘町

特選２ 読売新聞社賞 駒野　牧堂 こまの　ぼくどう 76 滋賀県 高島市

特選３ BBCびわ湖放送賞 木村　郁夫 きむら　いくお 77 滋賀県 野洲市

特選４ エフエム滋賀賞 川越　朱美 かわごえ　あけみ 68 滋賀県 高島市

特選５ 多賀　雅子 たが　まさこ 90 滋賀県 長浜市
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特選６ 西河　琴 にしかわ　こと 80 滋賀県 彦根市

特選７ 竹下　道子 たけした　みちこ 89 滋賀県 草津市

特選８ 小倉　真称 おぐら　しんしょう 73 岐阜県 加茂郡富加町

特選９ 桐畑　三弥子 きりはた　みやこ 69 滋賀県 長浜市

特選10 藤本　専修 ふじもと　せんしゅう 76 滋賀県 東近江市

特選11 勝又　千惠子 かつまた　ちえこ 74 滋賀県 彦根市

特選12 桜井　雅子 さくらい　まさこ 60 滋賀県 野洲市

特選13 石川　治子 いしかわ　はるこ 79 滋賀県 大津市

特選14 矢守　絢子 やもり　あやこ 77 滋賀県 東近江市

知事賞 伊藤　こうか いとう　こうか 72 東京都 東京都練馬区

特選１ 県教育長賞 中村　郁枝 なかむら　いくえ 83 滋賀県 草津市

特選２ 大谷　のり子 おおたに　のりこ 73 滋賀県 彦根市

特選３ 山口　亜都子 やまぐち　あつこ 65 三重県 南牟婁郡御浜町

特選４ 清水　容子 しみず　ようこ 74 滋賀県 犬上郡多賀町

特選５ 岡本　聡 おかもと　さとし 76 石川県 白山市

知事賞 澤　希 さわ　のぞみ 46 滋賀県 栗東市

特選１ 共同通信社賞 梅村　夢情 うめむら　むじょう 77 滋賀県 守山市

特選２ 加藤　美智子 かとう　みちこ 88 宮城県 仙台市

特選３ 北山　千鶴 きたやま　ちづる 74 京都府 京都市

特選４ 苗村　厚子 なむら　あつこ 70 滋賀県 蒲生郡竜王町

特選５ 桜井　雅子 さくらい　まさこ　 60 滋賀県 野洲市
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