
第１４回甲賀市美術展覧会の審査結果

○審査員
平面

書

写真

○部門別結果
【平面 部門】 　

作品名 作者名 住所／学校名 年齢 賞の順位

最優秀賞 甲賀市展賞 モーッ !! 田中　米子 甲賀市甲南町 76 １位

甲賀市議会議長賞 木漏れ日 小川　弘起 水口東高等学校 17 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 百合の部屋 熊木　瑠美 水口東高等学校 17 ３位

産経新聞社賞 夜の大都会 田中　たみよ 湖南市 77

ＮＨＫ大津放送局長賞 セピア色の貴生川駅 岡田　泰幸 甲賀市甲南町 76

風に吹かれて 丈野　広子 甲賀市水口町 74

夢想の池 堤　智恵美 甲賀市水口町 65

情景 大平　晴子 甲賀市信楽町 36

バブル 杉本　洋二 湖南市 71

一意一球 原田　和泉 甲賀市水口町 44

寒林 芝田　俊子 甲賀市甲南町 76

鎮守の森（水口） 福元　清春 甲賀市甲南町 76

波の花 村田　憲司 甲賀市水口町 80

エキセントリック 上西　雄飛 水口東高等学校 17

妖精の孵化を表現する 岸田　章弓乃 草津市 49

(公社)水口青年会議所賞 生命の夜明け 橋本　みさと MIHO美学院 17

水口ロータリークラブ賞 待つ 荻野　百絵 水口東高等学校 17

特選

上位３つに次いで優れた作品

佳作 
入選した作品の中で上記には達していないが優れて
いるもの

賞（名称）

安土八重子　・　前川　秀治

工芸・立体
飯森よしえ　・　西橋　利枝

廣川みのり

北野　攝山　・　森嶋　隆鳳

小林　達也

奨励賞 １８歳以下の方を奨励する
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【工芸・立体 部門】 　

作品名 作者名 住所 年齢 賞の順位

最優秀賞 甲賀市展賞 冬きたりなば 望月　眞寸男 甲賀市甲南町 75 １位

甲賀市議会議長賞 小箱 富田　富美子 甲賀市水口町 63 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 二重花瓶六ツ目模様飴釉仕上げ 上西　久善 湖南市 68 ３位

毎日新聞社賞 秋深む里山越ゆる親子かな 山本　貞代（貞寿） 甲賀市甲賀町 82

びわ湖放送株式会社賞 南天と杜若 古河　芳子 甲賀市水口町 77

水口ウオールペーパー（壁紙） 佐々木　つるゑ 甲賀市水口町 84

今年の夏は暑かった・・・。 野口　幸子 甲賀市信楽町 68

布絵　タペストリ（流鏑馬） 馬場　知代 甲賀市土山町 68

化粧土扁壺 渡辺　耕造 甲賀市水口町 78

アーサー 谷口　愛菜 信楽高等学校 16

山領 杉村　大樹 甲賀市信楽町 41

奨励賞 甲賀ライオンズクラブ賞 うみ 田中　汰一 水口東高等学校 17 １８歳以下の方を奨励する

【書 部門】

作品名 作者名 住所 年齢 賞の順位

最優秀賞 甲賀市展賞 陳祐詩 田中　天祐 甲賀市甲南町 44 １位

甲賀市議会議長賞 青柳 木邑　匡良 湖南市 32 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 夢の花 太田　あゆ美 甲賀市甲南町 59 ３位

京都新聞賞 鄒迪光詩 山本　理芳 甲賀市甲南町 66

読売新聞社賞 綦毋濳詩 長谷川　暢宇 甲賀市甲南町 30

春雨 松田　梨葉 湖南市 69

孫逖詩 髙田　芳園 甲賀市甲賀町 68

慍庭筠詩 福島　白桜 湖南市 55

劉長卿詩 村田　知晏 湖南市 63

心清く多くの道あり 吉川　温子 甲賀市甲賀町 35

漢詩句 池村　照代 甲賀市水口町 62

漢詩句 橘　嘉代子 甲賀市水口町 72

王英詩 倉﨑　鳴泉 甲賀市甲南町 73

奨励賞 ― 該当者なし ― ― ― １８歳以下の方を奨励する

特選

上位３つに次いで優れた作品

佳作

賞（名称）

特選

上位３つに次いで優れた作品

佳作
入選した作品の中で上記には達していないが優れて

いるもの

入選した作品の中で上記には達していないが優れて
いるもの

賞（名称）
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【写真 部門】

作品名 作者名 住所 年齢 賞の順位

最優秀賞 甲賀市展賞 世界平和 成徳　恵美子 甲賀市水口町 75 １位

甲賀市議会議長賞 逃げろ！ 山田　幸子 湖南市 61 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 降輪 中森　敏樹 甲賀市信楽町 75 ３位

朝日新聞社賞 氷結 奥村　和弘 甲賀市甲賀町 72

中日新聞社賞 フェイス 服部　眞美子 甲賀市甲南町 70

水玉のシンフォニー 村山　和子 甲賀市甲賀町 66

佳日寸景 西出　稔 甲賀市甲賀町 75

黄昏時の涙 清水　勇哉 甲賀市甲南町 25

お帰りなさい 曽我　一彦 甲賀市水口町 73

はだか祭 森島　輝夫 甲賀市甲賀町 74

雨の休日 小谷　博司 甲賀市甲南町 65

私の宝物 杉本　美津子 甲賀市甲賀町 85

相棒て、いいなあ ! 服部　啓治 甲賀市甲南町 71

固む - しっかり守る 村山　敏子 甲賀市甲賀町 69

みちくさ 今元　久美子 甲賀市水口町 60

奨励賞 水口ライオンズクラブ賞 帰り道、よりみち。 歯黒　みづき 水口東高等学校 16 １８歳以下の方を奨励する

特選

上位３つに次いで優れた作品

佳作
入選した作品の中で上記には達していないが優れて

いるもの

賞（名称）


