
【小説】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 行くで！太陽エンジニア！！ 　大西　敦子 大津市

特             選 月の道 　潮田　真結美 米原市 滋賀県議会議長賞

特             選 さらば関ヶ原 　岡本　峰雄 彦根市

特             選 耳の中の竜巻 　藤本　弘子 犬上郡多賀町 京都新聞社賞

特             選 日だまり 　佐久　まさみ 長浜市

【随筆】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 小さな国際親善 　安部　潤子 甲賀市

特             選 独裁パパ 　石川　麻子 大津市 (財)滋賀県文化振興事業団理事長賞

特             選 舞い上がった話 　榊原　洋子 大津市 毎日新聞社賞

特             選 しがおとずれる 　木村　泰崇 犬上郡多賀町

特             選 絆 　松浦　弘美 蒲生郡竜王町

特             選 手放すモノ、手放さないもの 　上田　菫 蒲生郡竜王町

特             選 「臭い」から見えること 　橋本　鈴子 蒲生郡日野町

【童話】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 カブト虫　ムサシの一生 　富田一　一 高島市

特             選 エリのスカッツン 　草香　恭子 大津市 共同通信社賞

【詩】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 帰郷 　島田　照世 大津市

特             選 スキップの僕 　小林　早織 彦根市

特             選 十薬の花 　脇坂　惠子 長浜市

特             選 他生の縁 　髙井　豊 彦根市 産経新聞社賞

特             選 編目 　金澤　英子 長浜市

特             選 元気だねと笑う 　谷口　明美 彦根市

【作詞】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 ひいばあちゃんのボーイフレンド 　いしざき　かつこ 広島県福山市

特             選 近江－古戦場哀歌 　木田　修一 長浜市

特             選 都唄 　髙山　真由実 長浜市 中日新聞社賞
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【短歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 　初田　由喜子 　大津市

特             選 　雨森　正高 　長浜市

特             選 　太田　澄子 　甲賀市

特             選 　寺下　吉則 　東近江市

特             選 　村岸　千鶴子 　犬上郡甲良町

特             選 　柴田　弥蔵 　長浜市

特             選 　村上　かず子 　長浜市

特             選 　橋本　莉代子 　甲賀市 　滋賀県教育委員会教育長賞

特             選 　河分　武士 　彦根市

特             選 　有馬　世津子 　守山市 　読売新聞社賞

特             選 　田中　とも子 　甲賀市

特             選 　髙間　照子 　大津市

【俳句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 　笹倉　照代 　湖南市

特　　　　　　選 　宮田　絵衣子 　野洲市 　朝日新聞社賞

特　　　　　　選 　北村　みよ子 　大津市

特　　　　　　選 　松野　緑風 　大津市 　時事通信社賞

特　　　　　　選 　加藤　ゆたか 　大津市

特　　　　　　選 　中井戸　かず枝 　彦根市

特　　　　　　選 　山口　絢子 　野洲市

特　　　　　　選 　椛島　奈美子 　草津市

特　　　　　　選 　前川　菅子 　彦根市

特　　　　　　選 　櫻井　雅子 　野洲市

特　　　　　　選 　杉村　嘉子 　草津市

特　　　　　　選 　雨森　多鶴 　長浜市

特　　　　　　選 　吉福　さとし 　甲賀市

特　　　　　　選 　進士　良治 　高島市

特　　　　　　選 　楠村　芳洋 　草津市

【川柳】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 　泉　紅実 　京都府京都市

特　　　　　　選 　安井　茂樹 　大津市 　NHK大津放送局長賞

特　　　　　　選 　中村　せつこ 　奈良県奈良市

特　　　　　　選 　伊藤　こうか 　東京都練馬区

特　　　　　　選 　和才　美絵 　大分県中津市

特　　　　　　選 　今井　和子 　東近江市

特　　　　　　選 　加藤　佑子 　彦根市

特　　　　　　選 　岩﨑　尚子 　長浜市



【冠句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 　小林　清次郎 　東近江市

特　　　　　　選 　午頭　栄春 　高島市 　KBS京都賞

特　　　　　　選 　奥村　静雄 　大津市

特　　　　　　選 　古株　鏡水 　蒲生郡竜王町

特　　　　　　選 　廣瀬　悠紀子 　長浜市

特　　　　　　選 　辻　昭子 　彦根市

特　　　　　　選 　宇田　一晴 　甲賀市

特　　　　　　選 　堤　千寿恵 　東近江市

【情歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 　黒川　房子 　近江八幡市

特　　　　　　選 　高山　清子 　長浜市 　BBCびわ湖放送賞

特　　　　　　選 　蓮井　範子 　守山市

特　　　　　　選 　宇田　一晴 　甲賀市


