
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 古橋　童子 ふるはし　どうじ 49 滋賀県 長浜市

特選１ 滋賀県議会議長賞 水沢　郁 みずさわ　いく 67 滋賀県 彦根市

特選２ KBS京都賞 中川　法夫 なかがわ　のりお 73 滋賀県 守山市

特選３ 佐藤　駿司 さとう　しゅんじ 43 滋賀県 大津市

特選４ 夕住　凛 ゆうずみ　りん 63 滋賀県 高島市

特選５ 吉野　幸夫 よしの　ゆきお 67 滋賀県 大津市

特選６ 竹内　宇瑠栖 たけうち　うるす 46 滋賀県 守山市

特選７ 野邨　トアン のむら　とあん 17 滋賀県 東近江市

知事賞 榊原　洋子 さかきばら　ようこ 66 滋賀県 大津市

特選１ 中日新聞社賞 江畑　民子 えばた　たみこ 75 滋賀県 彦根市

特選２ 共同通信社賞 桐山　菊子 きりやま　きくこ 71 滋賀県 大津市

特選３ 山森　ふさ子 やまもり　ふさこ 72 滋賀県 大津市

特選４ 安藤　タエコ あんどう　たえこ 72 滋賀県 高島市

特選５ 谷口　惠美子 たにぐち　えみこ 67 滋賀県 長浜市

特選６ 黒川　一美 くろかわ　かずみ 64 滋賀県 甲賀市

特選７ 夏原　千恵子 なつはら　ちえこ 61 滋賀県 蒲生郡日野町

特選８ 松浦　弘美 まつうら　ひろみ 65 滋賀県 蒲生郡竜王町

知事賞 谷口　明美 たにぐち　あけみ 82 滋賀県 彦根市

特選１ 滋賀県教育委員会教育長賞 梶谷　佳弘 かじたに　よしひろ 35 滋賀県 守山市

特選２ 成田　あかり なりた　あかり 75 滋賀県 湖南市

特選３ 瀬戸口　美代子 せとくち　みよこ 77 滋賀県 湖南市

特選４ きひろ　みき きひろ　みき 70 滋賀県 高島市

知事賞 髙橋　真由実 たかはし　まゆみ 34 滋賀県 長浜市

特選１ BBCびわ湖放送賞 阿部　美智代 あべ　みちよ 56 滋賀県 大津市

知事賞 幅尾　茂隆 はばお　しげたか 75 滋賀県 甲賀市

特選１ 産経新聞社賞 星野　光利 ほしの　ひかり 19 滋賀県 犬上郡多賀町

特選２ 読売新聞社賞 川上　登代子 かわかみ　とよこ 79 滋賀県 長浜市

特選３ 樋口　満智子 ひぐち　まちこ 87 滋賀県 長浜市

特選４ 太田　澄子 おおた　すみこ 70 滋賀県 甲賀市

特選５ 船岡　房公 ふなおか　ふさひろ 67 滋賀県 大津市

特選６ 山本　弘美 やまもと　ひろみ 54 滋賀県 大津市

特選７ 大村　三代子 おおむら　みよこ 83 滋賀県 草津市

特選８ 那須　洋子 なす　ようこ 70 滋賀県 犬上郡豊郷町

特選９ 山路　香苗 やまじ　かなえ 75 滋賀県 甲賀市

特選10 松本　トシ子 まつもと　としこ 75 滋賀県 彦根市
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知事賞 前川　菅子 まえがわ　すがこ 80 滋賀県 彦根市

滋賀県芸術
文化祭50
回記念賞

山口　絢子 やまぐち　あやこ 76 滋賀県 野洲市

特選１ びわ湖芸術文化財団理事長賞 駒野　牧堂 こまの　ぼくどう 76 滋賀県 高島市

特選２ 朝日新聞社賞 山元　文子 やまもと　ふみこ 67 滋賀県 草津市

特選３ 毎日新聞社賞 中西　利元 なかにし　としもと 72 滋賀県 大津市

特選４ 石川　治子 いしかわ　はるこ 78 滋賀県 大津市

特選５ 加藤　三千子 かとう　みちこ 80 滋賀県 大津市

特選６ 鎌田　和江 かまた　かずえ 72 滋賀県 甲賀市

特選７ 福田　漣 ふくだ　れん 76 滋賀県 大津市

特選８ 髙田　千鳥 たかだ　ちどり 85 滋賀県 長浜市

特選９ 松本　いづみ まつもと　いづみ 75 滋賀県 彦根市

特選10 福澤　悦子 ふくざわ　えつこ 84 滋賀県 守山市

特選11 地村　邦子 じむら　くにこ 65 滋賀県 高島市

特選12 藤野　安 ふじの　あん 66 滋賀県 大津市

特選13 滋賀　伸榮 しが　のぶえ 79 滋賀県 草津市

知事賞 宇野　弘子 うの　ひろこ － 滋賀県 草津市

特選１ NHK大津放送局長賞 北村　幸子 きたむら　さちこ 62 滋賀県 草津市

特選２ エフエム滋賀賞 畑山　美幸 はたやま　みゆき 72 滋賀県 草津市

特選３ 松延　博子 まつのぶ　ひろこ 78 滋賀県 大津市

特選４ 竹原　春江 たけはら　はるえ 76 滋賀県 大阪市

特選５ 高野　久美子 たかの　くみこ 66 滋賀県 大津市

知事賞 濱田　さおり はまだ　さおり 50 滋賀県 近江八幡市

特選１ 京都新聞賞 澤　希 さわ　のぞみ 45 滋賀県 栗東市

特選２ 時事通信社賞 桜井　雅子 さくらい　まさこ 59 滋賀県 野洲市

特選３ 福本　作蔵 ふくもと　さくぞう 71 滋賀県 近江八幡市

特選４ 矢田　明 やだ　あきら 80 滋賀県 草津市

特選５ 中田　正道 なかた　せいどう 84 滋賀県 長浜市
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