
第18回湖南市美術展　全受賞者

部門 氏名 （ふりがな） 年齢
出陳
番号

作品名 （ふりがな） 居住地

絵画 八木　奏音 やぎ　かなね 16 2 追想 ついそう 草津市
書 松田　百合子 まつだ　ゆりこ 73 26 山吹の花 やまぶきのはな 湖南市
写真 橋本　正次郎 はしもと　まさじろう 79 34 争奪 そうだつ 近江八幡市

工芸・立体 保井　乃吏子 やすい　のりこ 40 44 愛の芽吹き あいのめぶき 甲賀市
絵画 肥後　訓次 ひご　くにじ 78 3 漁港一隅 ぎょこういちぐう 近江八幡市
書 合田　祥子 ごうだ　さちこ 80 19 つき草 つきくさ 湖南市
写真 山田　幸子 やまだ　さちこ 65 19 郷愁 きょうしゅう 湖南市

工芸・立体 元木　重吉 もとき　しげよし 84 6 驢馬は爺の宝物 ろばはじいのたからもの 東近江市
絵画 鍋島　日彩 なべしま　ひいろ 15 21 朝戸風 あさとかぜ 大津市
書 丸岡　れん まるおか　れん 17 5 本阿弥切古今和歌集 ほんあみぎれこきんわかしゅう 湖南市
写真 平田　芳美 ひらた　よしみ 73 39 待ち時間 まちじかん 東近江市

工芸・立体 河尻　千恵子 かわじり　ちえこ 74 4 終活の・・・ しゅうかつの・・・ 栗東市
朝日新聞社賞 絵画 間宮　伊都子 まみや　いつこ 78 16 秋.日影 あき.ひかげ 湖南市
京都新聞賞 絵画 古川　富美子 ふるかわ　とみこ 82 55 茅葺の郷 かやぶきのさと 草津市
産経新聞社賞 絵画 西村　周子 にしむら　かねこ 74 18 冬のヨシ ふゆのよし 湖南市
読売新聞社賞 書 西川　咲菜 にしかわ　さきな 16 13 曹全碑 そうぜんひ 野洲市
エフエム滋賀賞 工芸・立体 増田　天志 ますだ　てんし 69 17 まぼろしの主 まぼろしのぬし 大津市
中日新聞社賞 絵画 森永　柚菜 もりなが　ゆずな 17 29 爽やかな静物画 さわやかなせいぶつが 草津市
毎日新聞社賞 書 山元　帆乃香 やまもと　ほのか 17 7 木簡 もっかん 栗東市
NHK大津放送局長賞 工芸・立体 肥後　訓次 ひご　くにじ 78 31 花器A かきえー 近江八幡市
KBS京都賞 工芸・立体 鈴木　利文 すずき　としふみ 76 20 りぶんの八角塔 りぶんのはっかくとう 湖南市
BBCびわ湖放送賞 工芸・立体 前田　孝子 まえだ　たかこ 57 42 旅立ちの時”いざ初飛行へ” たびだちのとき”いざはつひこうへ” 湖南市

絵画 杉山　愛奈 すぎやま　えな 15 52 空っぽ からっぽ 草津市

太田　紀代子 おおた　きよこ 82 10 古民家の秋 こみんかのあき 京都府

西村　京子 にしむら　きょうこ 78 59 ざわめき ざわめき 甲賀市
中尾　真由美 なかお　まゆみ 52 64 納涼 のうりょう 甲賀市
瀬川　隆雄 せがわ　たかお 73 37 草鞋 わらじ 東近江市
山井　喜久江 やまい　きくえ 72 32 舞香花 もーかばな 湖南市
戸田　廣子 とだ　ひろこ 73 66 枯蓮 かれはす 草津市
吉田　安今巳 よしだ　あけみ 69 57 鶏鳴の滝 けいめいのたき 草津市
西嶋　せつ子 にしじま　せつこ 74 12 豊かな大地 ゆたかなだいち 草津市
磯江　百合子 いそえ　ゆりこ 81 27 百人一首 ひゃくにんいっしゅ 湖南市
小関　貴子 こせき　たかこ 49 4 わがために わがために 大津市
村田　知晏 むらた　ちあん 67 17 萬壑水聲春 ばんがくすいせいしゅん 湖南市
藪田　結愛 やぶた　ゆな 16 11 針切和泉式部続集切 はりぎれいずみしきぶぞくしゅうぎれ 甲賀市
日比野　心美 ひびの　ここみ 17 34 孫秋生造像記 そんしゅうせいぞうぞうき 栗東市
図師　善吉 ずし　ぜんきち 71 3 腕白坊主 わんぱくぼうず 東近江市
児玉　憲武 こだま　のりたけ 83 22 湖の神事 うみのしんじ 守山市
森岡　治夫 もりおか　はるお 70 26 もう　いーかい？ もう　いーかい？ 湖南市
岡路　伸也 おかじ　しんや 83 10 不思議な世界 ふしぎなせかい 近江八幡市
大谷　秀子 おおたに　ひでこ 79 21 窯変壺 ようへんこ 湖南市
一円　敏彦 いちえん　としひこ 67 18 龍頭 りゅうとう 東近江市

（出陳状況）

部門 絵画 書 写真
工芸・
立体

合計

一般作品数 65 32 45 46 188
（内入賞作品

数）
(16) (10) (7) (9) (42)

選外（展示し
ない）

- - - - -

特別出陳数 6 6 1 3 16
総陳列作品

数
71 38 46 49 204

※　特別出陳　：　審査員、委嘱出品、無鑑査作品、美術展実行委員
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