
第75回滋賀県美術展覧会　審査結果

第１部　　平　面

【入賞】

知事賞 大西　又一

金賞 田邉　恭子

特選・滋賀県美術協会理事長賞 日比野　千恵子

特選・滋賀県教育委員会教育長賞 沓水　和子

特選・びわ湖芸術文化財団理事長賞 安原　篤司

特選・NHK大津放送局長賞 田中　修三

特選・読売新聞社賞 増田　未沙子

特選・毎日新聞社賞 北村　多希子

特選・公益財団法人木下美術館賞 白井　陽子

特選・京都新聞賞 肥後　訓次

特選・中日新聞社賞・滋賀県造形集団奨励賞 瀬戸口　晴

特選 本田　充

特選 垣見　真由美

特選 加藤　孝和

佳作 黛　福信

佳作 植村　博志

佳作 井上　克久

佳作 はまうら　あつこ

佳作 川瀬　幸子

佳作 中山　悠平

【入選】

浅野　留美 足達　亨 井口　愛心 石橋　国夫 石原　幸一

伊藤　紀子 伊藤　マリー 岩﨑　廉 岩本　滋之 上品　博保

鵜飼　友優 臼井　洋子 江竜　美子 大西　隆夫 大橋　誠治

大原　健 岡嶋　康子 岡田　智美 岡村　惠子 奥野　希子

加藤　房江 川合　時廣 川上　倖椰 川﨑　和子 川嶋　冨美子

川瀨　加代子 河村　和香 岸田　孝子 北野　名美 北村　好子

木村　順一 久保　由喜 隈元　道雄 桑野　冴佳 小林　淳二

佐橋　樹 澁谷　ふみ子 白井　寿典 菅沼　拳 関目　正雄

瀬戸口　園子 外山　由紀子 染井　琉華 髙田　徳一 髙田　とみ子

髙山　莉夢 瀧　光太郎 多田　真友里 田中　明夫 田中　悦子

田中　伸幸 田邉　國雄 谷村　晃 田村　美尋 辻󠄀　忠司

土屋　幸 とよた　りーさ 中川　ゆきえ 永島　正人 中島　勝

仲西　裕昭 中野　幸子 永松　正昭 西井　貞夫 西川　明江

西川　秀子 西村　南美 野﨑　かおる 野田　嘉郎 ノブチ　ヒロシ

野村　晴代 配川　ちひろ 橋本　樹里 原　昌子 久田　葉月

日永　清重 平井　榮一 平田　里歩 平柳　美恵子 廣瀬　茜音
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福村　真美 伏木　章雄 藤田　未流玖 藤本　達子 藤原　勇夫

古川　富美子 松居　直子 松本　望生 間宮　伊都子 丸山　有子

三浦　妙子 三浦　智代 三浦　淑子 水上　みつき 南　政義

宮崎　敏惠 村上　陽子 望月　愛笑 森下　日向 森𠮷　惠一

山井　喜久江 山下　和秀 山本　麻衣子 横山　みち子 𠮷井　悟

𠮷岡　ちえ子 吉田　安今巳 （五十音順）

第２部　　立　体

【入賞】

知事賞 奥田　誠一

金賞 川合　徹

特選・滋賀県美術協会理事長賞 田中　亨

特選・時事通信社賞 田中　一樹

特選 森本　紗月

佳作 三原　敏夫

佳作 安田　英幸

佳作 廣岡　秀樹

【入選】

小谷　政雄 川上　正昭 木村　順一 小西　日向 佐久間　授仁青

髙﨑　敏和 武田　克史 出口　博之 橋本　梨生 藤澤　憲彦

布施　美子貴 森田　保博 安田　明玄 渡辺　紘 （五十音順）

第３部　　工　芸

【入賞】

知事賞 山下　鼓

金賞 舟越　一生

特選・滋賀県美術協会理事長賞 藤井　收

特選・産経新聞社賞 中條　芳徳

特選・共同通信社賞 浅井　スエ子

佳作 渡邉　あゆか

佳作 森　千穂美

佳作 末岡　京子

【入選】

石黒　登美子 石原　美絵 伊東　晃 伊藤　千鶴子 牛原　龍一

宇部　裕子 梅景　あい子 江端　美奈子 太田　勲 大町　佳宏

奥井　照夫 小椋　昌彦 加藤　和宏 金　殷淑 木村　隆男

黒川　鼎 酒井　尚美 新庄　育子 砂原　弘一 角野　有加

大藤　恵美子 武田　克史 武田　黎子 立石　朋実 田中　一樹
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中井　和仁 中島　千津 中西　茂 中西　徹 乗光　和美

橋本　梨生 林　美恵子 速見　淳毅 肥後　訓次 細川　隆男

松宮　正次 村長　泰如 望月　眞寸男 安田　宏定 山本　勝彦

𠮷田　俊明 （五十音順）

第４部　　書

【入賞】

知事賞 石谷　幸子

金賞 友田　蘭月

特選・滋賀県美術協会理事長賞 浅野　楚舟

特選・滋賀県議会議長賞 中邨　一美

特選・朝日新聞社賞・滋賀県造形集団奨励賞 松本　龍岑

特選・ＢＢＣびわ湖放送賞 李　白湖

特選・ＫＢＳ京都賞 音羽　憲子

特選・エフエム滋賀賞 平山　江月

特選 飯田　湘山

特選 藤田　恭敏

佳作 原　美栄子

佳作 野瀬　晴風

佳作 奥村　恭代

佳作 後藤　有啓

佳作 木村　志邑

佳作 前田　秀蘭

佳作 中村　淳風

【入選】

青峰　法華 安藤　貢子 井岡　正宣 猪飼　健太 猪飼　朱焔

生田　薫風 石原　慶子 泉　瑞苑 磯江　百合子 伊藤　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 入谷　由紀子 岩本　三郎 臼田　雅子 宇野　嘉子

宇野　誉郎 浦島　容子 江口　幸子 遠藤　啓子 大久保　桃穹

大隅　富香 大橋　正美 大林　道範 岡田　清香 岡本　幸苑

岡本　久子 奥村　澄子 奥村　守男 奥山　秋華 小幡　美代子

梶原　明美 金澤　雅宴 狩野　速香 上條　翠波 川合　淑江

河合　遥菜 川北　千代子 河野　恵泉 河原　淳子 川村　圭子

岸本　響心 北川　雅子 北村　恵子 北村　慶 木村　明歩

久門　ゆめ 栗田　順風 黒川　麻央 合田　祥子 神戸　雅子

古迫　司水 小城　美奈 小関　貴子 小谷　翼 小西　芳苑

小林　由喜枝 佐伯　精華 﨑山　栄子 佐治　真実子 佐貫　真菜

澤井　双竹 澤村　一美 鎭目　利子 白井　洋子 新庄　明翠
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住岡　一枝 炭之原　柳美 世古　雅子 多賀　久美子 髙井　敦史

髙野　裕子 竹内　佳子 武田　恵香 舘　政毅 田中　希京

田中　利佳 谷　みそぎ 千野　佐智子 辻󠄀澤　妙子 土川　清苑

土屋　静芳 筒井　和彦 寺村　淑子 外池　美里 豊田　美香

直江　梨華 中島　陽子 中田　光風 中谷　佐江子 中村　重之

長束　典子 西河　恭子 西川　伸一 西田　幸子 西村　俊子

西本　聖子 西山　和代 橋本　乙葉 濵路　明子 畠山　知子

馬場　恵美 疋田　礼子 肥夏　恒子 廣岡　満子 廣瀬　茜

福角　窓月 藤居　孝弘 藤澤　洋子 藤田　陽子 藤原　久美子

舩川　淳風 古田　捷𠮷 堀井　和子 前川　善太郎 前田　恭子

松田　百合子 松林　葵紅 馬船　直美 宮川　恵実子 宮村　茉美

森野　公美子 柳森　洋子 山川　恒山 山田　千代子 山田　弥生

山中　よし子 山本　渓翠 山本　紫陽 山本　雅一 吉田　蒼風

吉信　清子 吉村　夕空 （五十音順）


