
第７５回滋賀県美術展覧会　審査結果 （平面）

賞 作品名 作品名ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 春淡海 はるおうみ 大西　又一 おおにし　またかず 73 愛知郡愛荘町

2 金賞 人形あそび～願い～ にんぎょうあそび～ねがい～ 田邉　恭子 たなべ　きょうこ 45 草津市

3 特選 想冬 そうとう 日比野　千恵子 ひびの　ちえこ 72 長浜市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 ＬＩＦＥ らいふ 沓水　和子 くつみず　かずこ 64 長浜市 滋賀県教育委員会教育長賞

5 特選 渡御「田中祭」 とぎょ「たなかまつり」 安原　篤司 やすはら　あつし 66 高島市 びわ湖芸術文化財団理事長賞

6 特選 風の径 かぜのみち 田中　修三 たなか　しゅうぞう 74 東近江市 NHK大津放送局長賞

7 特選 うつろう うつろう 増田　未沙子 ますだ　みさこ 45 大津市 読売新聞社賞

8 特選 輝きⅡ かがやきに 北村　多希子 きたむら　たきこ 57 守山市 毎日新聞社賞

9 特選 ｓｔａｙ　ｈｏｍｅ ステイ　ホーム 白井　陽子 しらい　ようこ 66 高島市 公益財団法人木下美術館賞

10 特選 道具棚 どうぐだな 肥後　訓次 ひご　くにじ 76 近江八幡市 京都新聞賞

11 特選 冒険 ぼうけん 瀬戸口　晴 せとぐち　はる 18 長浜市 中日新聞社賞、滋賀県造形集団奨励賞 長浜北高校 普通科3年

12 特選 水路のある街 すいろのあるまち 本田　充 ほんだ　みつる 70 彦根市

13 特選 聖なる地 せいなるち 垣見　真由美 かきみ　まゆみ 61 東近江市

14 特選 悠 ゆう 加藤　孝和 かとう　たかかず 73 大津市

15 佳作 窓 まど 黛　福信 まゆずみ　とみのぶ 67 大津市

16 佳作 帰り道 かえりみち 植村　博志 うえむら　ひろし 72 甲賀市

17 佳作 哀愁 あいしゅう 井上　克久 いのうえ　かつひさ 65 米原市

18 佳作 LINK りんく はまうら　あつこ はまうら　あつこ 41 湖南市

19 佳作 冬野華やぐ ふゆのはなやぐ 川瀬　幸子 かわせ　さちこ 77 大津市

20 佳作 辿る たどる 中山　悠平 なかやま　ゆうへい 38 草津市
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第７５回滋賀県美術展覧会　審査結果 （立体）

賞 作品名 作品名ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 surface -時空を超える処- さぁーふぇす -じくうをこえるところ- 奥田　誠一 おくだ　せいいち 59 東近江市

2 金賞 太古より たいこより 川合　徹 かわい　とおる 72 高島市

3 特選 ヤー坊 やーぼう 田中　亨 たなか　とうる 76 米原市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 SHOUKI（鍾馗） しょうき 田中　一樹 たなか　かずき 75 大津市 時事通信社賞

5 特選 ballerina ばっれりーな 森本　紗月 もりもと　さつき 36 甲賀市

6 佳作 ありのままに ありのままに 三原　敏夫 みはら　としお 72 草津市

7 佳作 異セキテイ いせきてい 安田　英幸 やすだ　ひでゆき 50 大津市

8 佳作 ヨロコビ よろこび 廣岡　秀樹 ひろおか　ひでき 66 湖南市
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第７５回滋賀県美術展覧会　審査結果 （工芸）

賞 作品名 作品名ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 朧群雲浪裏 おぼろむらくもなみうら 山下　鼓 やました　つづ 18 草津市 栗東高校　美術科３年

2 金賞 宙洸 ちゅうこう 舟越　一生 ふなこし　いっしょう 52 彦根市

3 特選 刻の想 ときのおもい 藤井　收 ふじい　おさむ 73 大津市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 叢 くさむら 中條　芳徳 ちゅうじょう　よしのり 73 湖南市 産経新聞社賞

5 特選 人生百年・おめかし じんせいひゃくねん・おめかし 浅井　スエ子 あさい　すえこ 71 野洲市 共同通信社賞

6 佳作 捨てられた猫たち すてられたねこたち 渡邉　あゆか わたなべ　あゆか 18 甲賀市 信楽高校　セラミック系列３年

7 佳作 ファミリア ふぁみりあ 森　千穂美 もり　ちほみ 29 湖南市

8 佳作 昔　むかしの物語（器の塔） むかし　むかしのものがたり（うつわのとう） 末岡　京子 すえおか　きょうこ 64 草津市
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第７５回滋賀県美術展覧会　審査結果 （書）

賞 作品名 作品名ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 竹くらべ たけくらべ 石谷　幸子 いしたに　さちこ 80 湖南市

2 金賞 デクノボー でくのぼー 友田　蘭月 ともだ　かづき 18 米原市 伊吹高校　普通科３年

3 特選 陰翳礼讃Ⅱ いんえいらいさんⅡ 浅野　楚舟 あさの　そしゅう 66 大津市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 風の聲 かぜのこえ 中邨　一美 なかむら　かずみ 66 甲賀市 滋賀県議会議長賞

5 特選 蘇軾詩 そしょくし 松本　龍岑 まつもと　りゅうしん 29 高島市 朝日新聞社賞、滋賀県造形集団奨励賞

6 特選 深い静寂に鐘朧 ふかいせいじゃくにかねおぼろ 李　白湖 り　はっこ 34 草津市 ＢＢＣびわ湖放送賞

7 特選 秋興 しゅうきょう 音羽　憲子 おとわ　のりこ 75 蒲生郡日野町 ＫＢＳ京都賞

8 特選 寒月 かんげつ 平山　江月 ひらやま　こうげつ 75 大津市 エフエム滋賀賞

9 特選 秋の景色 あきのけしき 飯田　湘山 いいだ　しょうざん 56 大津市

10 特選 燃 もえる 藤田　恭敏 ふじた　やすとし 46 大津市

11 佳作 うたたねの夢 うたたねのゆめ 原　美栄子 はら　みえこ 60 長浜市

12 佳作 瞬間を驅ける しゅんかんをかける 野瀬　晴風 のせ　せいふう 53 大津市

13 佳作 時流れて ときながれて 奥村　恭代 おくむら　やすよ 59 野洲市

14 佳作 あづまぢ あづまぢ 後藤　有啓 ごとう　ゆうけい 77 彦根市

15 佳作 漢詩句 かんしく 木村　志邑 きむら　しゆう 70 大津市

16 佳作 莫遯の詩 ばくとんのし 前田　秀蘭 まえだ　しゅうらん 69 大津市 遯はしんにょう点１つ

17 佳作 呉蘭雪詩 ごらんせっし 中村　淳風 なかむら　じゅんふう 61 高島市
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