
【小説】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 秋海棠 小野　栄吉 彦根市

特             選 蝗の譜 中井　善寿 大津市 朝日新聞社賞

特             選 見えない檻 釈　進 高島市 共同通信社賞

特             選 笛の音 中川　法夫 守山市

特             選 思惑～石田三成襲撃事件～ 松本　匡代 大津市

特             選 瓶の中の百足 藤本　弘子 犬上郡多賀町

特             選 クレバス 佐藤　水楊 草津市 　

特             選 絶望の淵で 前川　文夫 高島市

【随筆】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 柔らかく笑って生きる 藤本　弘子 犬上郡多賀町

特             選 出会い 本田　昭夫 大津市 滋賀県議会議長賞

特             選 「一言の会話が」 小坂　和子 米原市 時事通信社賞

特             選 父の鞄 饗庭　庄太 高島市

特             選 味わうということは 上田　菫 蒲生郡竜王町

特             選 一羽の雀のこと 阿部　美智代 大津市

特             選 旅行から帰って 榊原　洋子 大津市

【童話】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 ぼくらさむがり四人組 樋口　てい子 大津市

特             選 おさんぽたまご 阿部　美智代 大津市 京都新聞賞

【詩】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 お正月つぁんむかえ 園田　敦子 湖南市

特             選 白いパラソル 西野　みどり 彦根市 ＮＨＫ大津放送局長賞

特             選 カデンツァ 太田　澄子 甲賀市

特             選 八月のピエロ 成田　あかり 湖南市

特             選 案山子は陸軍上等兵 中村　理以知 東近江市

【作詞】

題　　　　名 氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 時の中 叶　恋 蒲生郡日野町

特             選 夏空 いとう　かおる 栗東市 産経新聞社賞

特             選 数え方マジック 三千院　高穂 蒲生郡日野町
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【短歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 大西　由男 甲賀市

特             選 髙間　照子 大津市 中日新聞社賞

特             選 漣　藤寿 長浜市 エフエム滋賀賞

特             選 谷　幸子 長浜市

特             選 藤田　愔子 守山市

特             選 太田　澄子 甲賀市

特             選 細田  惠貢子 彦根市

特             選 成宮　建男 米原市

特             選 中道　節子 野洲市

特             選 浦山　増二 栗東市

特             選 山内　寿子 湖南市

特             選 雨森　正高 長浜市

【俳句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 石川　治子 大津市

特　　　　　　選 島田　喜代子 大津市 滋賀県教育委員会教育長賞

特　　　　　　選 槙島　ひさ 長浜市 読売新聞社賞

特　　　　　　選 古川　武人 大津市

特　　　　　　選 加藤　ゆたか 大津市

特　　　　　　選 池野　敬子 長浜市

特　　　　　　選 一尾  久子 大津市

特　　　　　　選 北村　峰月 京都市

特　　　　　　選 清野　光代 甲賀市

特　　　　　　選 菊池　弘恵 甲賀市

特　　　　　　選 近藤　寿子 彦根市

特　　　　　　選 日比　陽子 米原市

特　　　　　　選 西尾　辰之 米原市

特　　　　　　選 山本　正雄 彦根市

特　　　　　　選 井上　賢三 大津市

【川柳】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 大谷　のり子 彦根市

特　　　　　　選 谷口　文 京都市 ＫＢＳ京都賞

特　　　　　　選 伊藤　こうか 東京都練馬区

特　　　　　　選 辻本　槙智子 大津市

特　　　　　　選 竹井　紫乙 高槻市

特　　　　　　選 平意　三恵子 湖南市

特　　　　　　選 安井　茂樹 大津市 毎日新聞社賞



【冠句】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 澤本　暖流 野洲市

特　　　　　　選 森　暘子 近江八幡市 ＢＢＣびわ湖放送賞

特　　　　　　選 廣瀬　悠紀子 長浜市

特　　　　　　選 西村　吟雪 蒲生郡竜王町

特　　　　　　選 滝口　寿美夫 彦根市

特　　　　　　選 文室　正子 長浜市

特　　　　　　選 福山　幸雄 東近江市

【情歌】

氏名（筆名） 住　　所 副　　　　賞

芸術文化祭賞 廣瀬　悠紀子 長浜市

特　　　　　　選 奥山　善人 野洲市 滋賀県文化振興事業団会長賞

特　　　　　　選 高山　清子 長浜市

特　　　　　　選 吉田　節夫 野洲市


