
平面
賞 命題 命題ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 ４月の雨 しがつのあめ 植村　博志 うえむら　ひろし 71 甲賀市

2 金　 賞 遊びの時間 あそびのじかん 木村　順一 きむら　じゅんいち 52 大津市

3 特選 未来への願い みらいへのねがい 染道　三千代 そめみち　みちよ 74 草津市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 冬淡海 ふゆおうみ 大西　又一 おおにし　またかず 72 愛知郡愛荘町 滋賀県議会議長賞

5 特選 考え中・・・を通り越して眠い。 かんがえちゅう・・・をとおりこしてねむい。 髙﨑　美萌 たかさき　みほ 18 大津市
びわ湖芸術文化財団理事長賞
滋賀県造形集団奨励賞

東大津高等学校普通科３年

6 特選 ガラス工場 がらすこうじょう 肥後　訓次 ひご　くにじ 75 近江八幡市 朝日新聞社賞

7 特選 かや葺 かやぶき 西井　貞夫 にしい　さだお 74 野洲市 ＢＢＣびわ湖放送賞

8 特選 麦に夕陽 むぎにゆうひ 川瀨　加代子 かわせ　かよこ 72 彦根市 中日新聞社賞

9 特選 休息 きゅうそく 仲西　裕昭 なかにし　ゆうしょう 69 長浜市 毎日新聞社賞

10 特選 思い出のメリーゴーランド おもいでのめりーごーらんど 川﨑　和子 かわさき　かずこ 74 近江八幡市 ＮＨＫ大津放送局長賞

11 特選 スペース（空間） すぺーす（くうかん） 大西　隆夫 おおにし　たかお 68 大津市 読売新聞社賞

12 特選 沈黙の風景 ちんもくのふうけい 杉本　洋二 すぎもと　ようじ 73 湖南市 公益財団法人木下美術館賞

13 特選 里山 さとやま 外山　由紀子 そとやま　ゆきこ 73 長浜市

14 特選 溜池の秋 ためいけのあき 平柳　美恵子 ひらやなぎ　みえこ 68 東近江市

15 特選 Four Regions 20B ふぉー　りーじょんず　にじゅうびー 瀧　光太郎 たき　こうたろう 80 大津市

16 佳作 Ｋａｇｅ かげ 澁谷　ふみ子 しぶたに　ふみこ 65 米原市

17 佳作 気配 けはい 石橋　国夫 いしばし　くにお 70 大津市

18 佳作 ねじりまんぽ ねじりまんぽ 四方　勉 しかた　つとむ 76 草津市

19 佳作 眠れるホフマン窯 ねむれるほふまんかま 柿沼　完治 かきぬま　かんじ 78 栗東市

20 佳作 駅 えき 吉本　洸士 よしもと　こうじ 17 彦根市 彦根東高等学校普通科２年

21 佳作 居残り いのこり 大野　香凜 おおの　かりん 17 大津市 東大津高等学校普通科２年
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立体
賞 命題 命題ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 夏の少女－想－ なつのしょうじょ－そう－ 岩崎　高志　 いわさき　たかし 60 近江八幡市 アートマスター昇格

2 金　 賞 太古より たいこより 川合　徹 かわい　とおる 71 高島市

3 特選 「ＪＩＺＯ」我懐 われおもう「じぞう」 三原　敏夫 みはら　としお 71 草津市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 時の井戸Ⅲ ときのいどさん 川上　正昭 かわかみ　まさあき 58 米原市 エフエム滋賀賞

5 特選 語らう !! 偏見や差別なき世界を願い !! かたらう !!へんけんやさべつなきせかいをねがい !! 廣岡　秀樹 ひろおか　ひでき 64 湖南市

6 佳作 天からの恵み（Ⅰ） てんからのめぐみ（いち） 髙﨑　敏和 たかさき　としかず 69 長浜市

7 佳作 ノーモアの方舟 のーもあのはこぶね 藤澤　憲彦 ふじさわ　のりひこ 34 蒲生郡日野町

8 佳作 はくさい はくさい 栗原　菜生子 くりはら　なおこ 21 大津市

工芸
賞 命題 命題ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 進化の刻 しんかのとき 牛原　龍一 うしはら　りゅういち 58 湖南市

2 金　 賞 卓上の静物 たくじょうのせいぶつ 中條　芳徳 ちゅうじょう　よしのり 72 湖南市

3 特選 昭和・時 しょうわ・とき 浅井　スエ子 あさい　すえこ 70 野洲市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 環 たまき 山下　鼓 やました　つづ 17 草津市
ＫＢＳ京都賞
滋賀県造形集団奨励賞

栗東高等学校美術科２年

5 特選 秋 あき 藤井　誠治 ふじい　せいじ 69 近江八幡市 共同通信社賞 アートマスター昇格

6 佳作 声援の追風 せいえんのおいかぜ 森　千穂美 もり　ちほみ 28 湖南市

7 佳作 奏の森 かなでのもり 伊東　晃 いとう　あきら 52 高島市

8 佳作 繚乱 りょうらん 林　美恵子 はやし　みえこ 79 長浜市



書
賞 命題 命題ふりがな 氏名 氏名ふりがな 年齢 住所 各後援団体賞 備考

1 知事賞 秋風 あきかぜ 神戸　雅子 ごうど　まさこ 63 栗東市 滋賀県芸術文化祭５０回記念賞

2 金　 賞 春さめは はるさめは 土屋　静芳 つちや　せいほう 68 湖南市

3 特選 茨木のり子詩より いばらぎのりこしより 大林　道範 おおばやし　みちのり 59 大津市 滋賀県美術協会理事長賞

4 特選 常建詩 じょうけんのし 青木　光青 あおき　こうせい 41 高島市 滋賀県教育委員会教育長賞

5 特選 有鄰 ゆうりん 藤居　孝弘 ふじい　たかひろ 55 大津市 産経新聞社賞

6 特選 回帰新生 かいきしんせい 金澤　雅宴 かなざわ　がえん 65 長浜市 京都新聞賞

7 特選 花たちばな はなたちばな 後藤　有啓 ごとう　ゆうけい 76 彦根市 時事通信社賞

8 特選 麒麟 きりん 今居　青桃 いまい　せいとう 72 草津市 アートマスター昇格

9 特選 与謝野晶子の詩 よさのあきこのし 猪飼　朱実 いかい　あけみ 60 大津市

10 佳作 妙舞 みょうまい 蓮井　秋湖 はすい　しゅうこ 71 大津市

11 佳作 秋風 あきかぜ 松田　百合子 まつだ　ゆりこ 71 湖南市

12 佳作 黄鶴樓 こうかくろう 山田　てる子 やまだ　てるこ 69 東近江市

13 佳作 学者如登山 まなぶものやまにのぼるがごとし 古迫　司水 こさこ　しすい 65 大津市

14 佳作 百人一首より１５首 ひゃくにんいっしゅより１５しゅ 岡本　幸苑 おかもと　こうえん 55 高島市

15 佳作 孤鶴の夢 こかくのゆめ 前田　秀蘭 まえだ　しゅうらん 68 大津市

16 佳作 心静 しんせい 西本　聖子 にしもと　せいこ 61 大津市


