
第１５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 水 坂上　秀機 甲賀市水口町 70 １位

甲賀市議会議長賞 塩鮭の寒干し 森　　 茂樹 甲賀市甲南町 80 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 黄昏の池 堤　　 智恵美 甲賀市水口町 66 ３位

ＮＨＫ大津放送局長賞 「八木くん」 峰松　浩明 甲賀市信楽町 50

びわ湖放送株式会社賞 狸と孫 池本　たまき 甲賀市水口町 70

花咲く庭園 杉本　直樹 甲賀市甲南町 63

春を待つ 清水　修美 甲賀市水口町 77

古民家の里 森川　瀬津子 甲賀市甲南町 82

湖北にて 大原　健 甲賀市土山町 68

紅薫る 鮎川　美知子 湖南市 71

廃工場 杉本　洋二 湖南市 72

塀越しに 笹尾　康 甲賀市水口町 73

sora・精霊 岸田　章弓乃 草津市 50

森の妖精 福澤　昭吉 甲賀市水口町 83

鎖 竹中　みつえ 湖南市 71

奨励賞 水口ライオンズクラブ賞 美醜について 宮松　侑奈 水口東高等学校 17 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）

田中  　孝　・　前川  秀治

工芸・立体
飯森よしえ　・　加藤 和宏

三原サダ子

森嶋 隆鳳・柳谷 金平

小林 達也
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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 想い（草木染、平織り） 青木　三佐子 湖南市 55 １位

甲賀市議会議長賞 星空 洞　 　勇同 甲賀市信楽町 32 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 冬来たりなば・・・ 望月　冨美子 甲賀市甲南町 75 ３位

産経新聞社賞 鳴門の渦潮 髙橋　文子 甲賀市信楽町 91

読売新聞社賞 気 渡辺　耕造 甲賀市水口町 79

組曲 清水　照代（照） 湖南市 71

和紙ちぎり絵　ひまわり 奥田　永子 甲賀市信楽町 68

親子鹿（陶製） 出口　博之 甲賀市水口町 62

奨励賞 水口ロータリークラブ賞 土の栄華 藤本　将詠 信楽高等学校 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 杜甫詩 田中　天祐 甲賀市甲南町 45 １位

甲賀市議会議長賞 虚心坦懐 松永　大樹 伊賀市 48 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 李白詩 村田　知晏 湖南市 64 ３位

毎日新聞社賞 漢詩句 橋本　律子 甲賀市甲南町 70

中日新聞社賞 張説詩 墨田　睦水 甲賀市水口町 73

漢詩句 橘　　 嘉代子 甲賀市水口町 73

隋處樂 吉川　温子 甲賀市甲賀町 36

春照 太田　あゆ美 甲賀市甲南町 60

高適詩 西野尾　侑心 甲賀市甲南町 41

劉崧詩 鵜飼　紀香 甲賀市水口町 76

栄壽 神山　珪泉 甲賀市甲南町 92

わがいほは 木邑　匡良 湖南市 33

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 大樹 初田　嘉次 甲賀市水口町 80 １位

甲賀市議会議長賞 支える手・手・手 西出　稔 甲賀市甲賀町 76 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 雨あがりのプレゼント 成徳　恵美子 甲賀市水口町 76 ３位

京都新聞賞 駐輪場 小谷　博司 甲賀市甲南町 66

朝日新聞社賞 キョートゴーストサマーストーリー 植田　孝志 甲賀市水口町 54

氷柱華 山本　靖幸 甲賀市信楽町 78

負の遺産 小森　光司 甲賀市水口町 72

散りて満開 服部　眞美子 甲賀市甲南町 71

乱舞 倉﨑　庄市 甲賀市甲南町 75

湖上の花々 篠原　武久 湖南市 80

まつりの顔・顔・顔 伴　光藏 甲賀市水口町 77

峡谷ひととき 成岡　幸和 甲賀市土山町 66

奨励賞 （公社）水口青年会議所賞 春の中 田代　帆華 水口東高等学校 17 １８歳以下の方を奨励する

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）

特選

上位３つに次いで優れた作品


