
第74回滋賀県美術展覧会　審査結果

第１部　　平　面

【入賞】

知事賞 植村　博志

金賞 木村　順一

特選・滋賀県美術協会理事長賞 染道　三千代

特選・滋賀県議会議長賞 大西　又一

特選・びわ湖芸術文化財団理事長賞・滋賀県造形集団奨励賞 髙﨑　美萌

特選・朝日新聞社賞 肥後　訓次

特選・ＢＢＣびわ湖放送賞 西井　貞夫

特選・中日新聞社賞 川瀨　加代子

特選・毎日新聞社賞 仲西　裕昭

特選・ＮＨＫ大津放送局長賞 川﨑　和子

特選・読売新聞社賞 大西　隆夫

特選・公益財団法人木下美術館賞 杉本　洋二

特選 外山　由紀子

特選 平柳　美恵子

特選 瀧　光太郎

佳作 澁谷　ふみ子

佳作 石橋　国夫

佳作 四方　勉

佳作 柿沼　完治

佳作 吉本　洸士

佳作 大野　香凜

【入選】

相川　弦一郎 秋田　美知子 浅野　留美 足達　滋 足達　亨

池乗　音花 一居　春二 井上　克久 岩﨑　廉 上品　博保

上田　まゆ子 臼井　洋子 大塚　和子 大橋　みどり 大原　靜香

大堀　喜市 岡嶋　康子 岡田　智美 岡安　俊明 桶作　恵那

加藤　孝和 加藤　房江 金森　壽美子 神川　和子 川合　時廣

川島　知志子　 川嶋　冨美子 岸田　孝子 木津本　麗 沓水　和子

久野　妙子 久米　春菜 黒川　重信 河野　幸男 小松原　正二

小南　治次 阪本　芙綺 佐野　輝幸 澤田　浩明 島津　恵津子

菅森　菜穂子 杉野　もも 助田　こころ 瀬戸口　園子 髙野　美和子

高橋　明士 武田　喬 武田　均 田中　たみよ 田中　伸幸

田中　美咲 田邉　恭子 谷元　茂夫 辻　忠司 辻　万里子

土屋　幸 土永　努 とよた　りさ 中川　善雄 永島　正人

中島　勝 西川　明江 西田　美鶴 西堀　良美 西村　南美

はまうら　あつこ 林　有里子 原　昌子 日比野　千惠子 福澤　昭𠮷

福澤　千代子 藤田　さら 藤原　ちとせ 細見　はな 堀部　八重
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本田　充 前田　優子 牧野　昌代 松田　星音 松本　万侑

松本　洋子 丸岡　悠子 丸山　有子 三浦　妙子 三浦　淑子

水上　みつき 水谷　妃夏 光田　啓子 村中　弘治 毛利　由美子

望月　愛笑 森定　夏彦 森下　日向 森𠮷　惠一 柳原　嘉子

山井　喜久江 山下　和秀 山下　鼓 山田　敏廣 吉田　安今巳

若林　キミ代 （五十音順）

第２部　　立　体

【入賞】

知事賞 岩崎　高志　

金賞 川合　徹

特選・滋賀県美術協会理事長賞 三原　敏夫

特選・エフエム滋賀賞 川上　正昭

特選 廣岡　秀樹

佳作 髙﨑　敏和

佳作 藤澤　憲彦

佳作 栗原　菜生子

【入選】

石黒　登美子 小谷　政雄 佐々木　勇人 柴田　郁造 田中　一樹

田中　亨 中島　千英子 橋本　梨生 三浦　正夫 安田　英幸

山地　道雄 （五十音順）

第３部　　工　芸

【入賞】

知事賞 牛原　龍一

金賞 中條　芳徳

特選・滋賀県美術協会理事長賞 浅井　スエ子

特選・ＫＢＳ京都賞・滋賀県造形集団奨励賞 山下　鼓

特選・共同通信社賞 藤井　誠治

佳作 森　千穂美

佳作 林　美恵子

【入選】

池田　詩織 石黒　武彦 石原　美絵 宇部　裕子 太田　勲

大町　佳宏 岡　實 奥田　和代 奥田　創太 小田原　加容子

加藤　和宏 金　殷淑 木村　隆男 酒井　尚美 柴田　暢也

新庄　育子 角野　有加 園田　唯 大藤　恵美子 立石　朋実

田中　一郎 中島　千津 中西　茂 橋本　梨生 長谷川　信子

速見　淳毅 肥後　訓次 藤本　圭子 細川　隆男 松宮　臣道
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松宮　正次 望月　眞寸男 安江　容子 安田　宏定 （五十音順）

第４部　　書

【入賞】

知事賞・滋賀県芸術文化祭50回記念賞 神戸　雅子

金賞 土屋　静芳

特選・滋賀県美術協会理事長賞 大林　道範

特選・滋賀県教育委員会教育長賞 青木　光青

特選・産経新聞社賞 藤居　孝弘

特選・京都新聞賞 金澤　雅宴

特選・時事通信社賞 後藤　有啓

特選 今居　青桃

特選 猪飼　朱実

佳作 蓮井　秋湖

佳作 松田　百合子

佳作 山田　てる子

佳作 古迫　司水

佳作 岡本　幸苑

佳作 前田　秀蘭

佳作 西本　聖子

【入選】

浅野　楚舟 蘆塚　ひろ子 新木　慧一 安藤　貢子 飯田　湘山

井岡　正宣 猪飼　健太 生田　薫風 石原　慶子 磯江　百合子

稲田　希公代 稲田　翆香 井上　力美 井上　とし子 井堀　多美子

今井　光華 岩本　三郎 臼田　雅子 宇野　嘉子 宇野　誉郎

浦島　容子 大橋　厚子 大橋　正美 岡田　清香 岡本　久子

奥村　守男 奥村　恭代 奥山　秋華 音羽　憲子 小幡　美代子

梶原　明美 上條　翠波 川合　淑江 河野　智恵子 河原　淳子

北村　慶 木村　志邑 桐江　恵子 合田　祥子 小関　貴子

小西　芳苑 小林　由喜枝 佐伯　精華 﨑山　栄子 佐々木　弥月

澤村　一美 鎭目　利子 白井　洋子 新庄　明翠 鈴木　乾宏

多賀　久美子 髙井　敦史 髙野　裕子 武田　美智子 武友　節子

舘　政毅 谷　みそぎ 千野　佐智子 辻澤　妙子 筒井　和彦

寺村　淑子 直江　梨華 中島　陽子 中田　明美 中田　悦子

中西　長安 中村　仙照 西川　伸一 西田　幸子 西村　翠洋

西村　俊子 野瀬　晴風 畠山　知子 濵路　明子 疋田　礼子

肥夏　恒子 平山　江月 廣瀬　茜 福角　窓月 藤井　遊園

藤澤　洋子 藤田　恭敏 藤原　久美子 舩川　淳風 古田　捷𠮷

保木　美知 細溝　恵 堀井　和子 前田　恭子 松田　春濤

松林　葵紅 松本　達冶 馬船　直美 向井　英子 森野　公美子
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安原　椿園 山川　恒雄 山田　寿美江 山田　千代子 山中　よし子

山本　雅舟 山本　喜楽 山本　堅嗣 吉田　蒼風 吉信　清子

（五十音順）

　

　令和２年１１月８日付け「第74回滋賀県美術展覧会　審査結果」で入賞・入選者一覧を公開しましたが、入賞作品

１点が他の公募展で入選された作品であることが判明しました。本展主催者で協議した結果、滋賀県美術展覧会 

作品募集要項の出品制限の規定外になると判断し、入賞を取り消しました。

　作品募集要項等でお知らせしていました最高賞の「芸術文化祭賞」は滋賀県芸術文化祭５０回を機に、「知事賞」

に名称変更させていただきました。

　また、本年、滋賀県芸術文化祭が５０回を迎えることを記念し設ける「滋賀県芸術文化祭５０回記念賞」は、各部

門の知事賞の中から、審査員による協議により書部門の知事賞受賞作品に授与することに決定いたしました。


