
第１６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 岩坂十三仏 中村　均 甲賀市水口町 83 １位

甲賀市議会議長賞 少年期 大原　健 甲賀市土山町 68 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 POWER OF COLOR（グミベアー） 濵浦　敦子(はまうら　あつこ) 湖南市 40 ３位

びわ湖放送株式会社賞 荒れる日本海 森　茂樹 甲賀市甲南町 81

読売新聞社賞 チェロを奏でる女性 岡﨑　隆子 甲賀市甲南町 71

輝く光 阪下　香月 水口東高等学校 16

湖畔の情景 堤　智惠美 甲賀市水口町 67

紙飾りと耳飾り 外池　宏多 甲賀市水口町 22

陽のあたる遊歩道 杉本　直樹 甲賀市甲南町 64

伝える背中 西村　京子 甲賀市水口町 76

奨励賞 （公社）水口青年会議所賞 ホエールフォール　イン　ザ　スカイ 上野　瑞季 水口東高等学校 17 １８歳以下の方を奨励する

※氏名の（　　）は雅号

【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 朝がくる 望月　冨美子 甲賀市甲南町 75 １位

甲賀市議会議長賞 繭・小石丸 清水　照代 湖南市 72 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 八面花器 望月　公司 甲賀市甲南町 84 ３位

NHK大津放送局長賞 ほおずき 中西　つさ子 甲賀市信楽町 87

中日新聞社賞 文庫 森井　福葉 甲賀市水口町 69

春霞 洞　勇同 甲賀市信楽町 33

緑雨 鶴田　章則 甲賀市甲南町 80

牡丹と蝶 岸村　雅弘 甲賀市水口町 65

奨励賞 水口ライオンズクラブ賞 土石龍 山村　昇理 信楽高等学校 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）

特選

上位３つに次いで優れた作品

賞（名称）

田中  　孝　・　前川  秀治

工芸・立体
加藤 和宏　・　廣田 千惠

三原 サダ子

森嶋 隆鳳・柳谷 金平

大久保 勝利

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



第１６回甲賀市美術展覧会の審査結果
【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 高適詩 福島　白桜 湖南市 57 １位

甲賀市議会議長賞 許渾詩 田中　天祐 甲賀市甲南町 46 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 平穏無事 松永　大樹 伊賀市 48 ３位

産経新聞社賞 小倉百人一首より 木邑　匡良 湖南市 34

朝日新聞社賞 劉崧詩 倉﨑　鳴泉 甲賀市甲南町 75

漢詩句 島田　千佳 甲賀市水口町 60

墨戲 臼田　雅子 甲賀市甲南町 69

無 池ノ内　育子 甲賀市水口町 70

王烈の詩 栗栖　美径 甲賀市水口町 41

杜甫詩 村田　知晏 湖南市 65

杜甫詩 西野尾　侑心 甲賀市甲南町 42

杜甫詩 墨田　睦水 甲賀市水口町 73

奨励賞 ― 該当者なし ― ― ― １８歳以下の方を奨励する

【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 幻想 山本　靖幸 甲賀市信楽町 79 １位

甲賀市議会議長賞 厳寒の造形 初田　嘉次 甲賀市水口町 81 ２位

甲賀市教育委員会教育長賞 にげろにげろ 野口　泰子 甲賀市甲賀町 64 ３位

毎日新聞社賞 若者達 小谷　博司 甲賀市甲南町 67

京都新聞賞 獲物争奪バトル 伴　光藏 甲賀市水口町 78

古刹の新春 西出　稔 甲賀市甲賀町 77

信頼 野﨑　文華 水口東高等学校 16

幸せのひととき 中森　ますみ 甲賀市水口町 62

雨中熱戦 平田　永文 甲賀市甲賀町 73

桜の花の咲くころ 成岡　幸和 甲賀市土山町 67

奨励賞 水口ロータリークラブ賞 Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ 杉本　七海 水口高等学校 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

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）

賞（名称）

特選

上位３つに次いで優れた作品


