
第６３回　瀬戸市美術展　入賞者一覧

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 美術展大賞 シャモ 岩田　弘子 瀬戸市小金町

洋画 美術展大賞 駅 片野　泰人 豊川市

彫刻 美術展大賞 間 秋田　早穂 茨城県つくば市

陶芸 美術展大賞 伸暢Ⅲ 竹居田　肇 瀬戸市苗場町

書道 美術展大賞 前赤壁賦一節 小島　静華 瀬戸市共栄通

写真 美術展大賞 語らい 矢野　吉孝 瀬戸市東本地町

工芸美術 美術展大賞 有職文様蒔絵棗 古田　一 瀬戸市菱野町

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 燦 丹羽　小織 瀬戸市宮地町

洋画 市長賞 壁の変化 寺井　睦彦 春日井市

彫刻 市長賞 おいらん 原田　直政 岐阜県多治見市

陶芸 市長賞 象嵌壺 竹内　真吾 瀬戸市白坂町

書道 市長賞 李白詩 伊藤　江麗 名古屋市緑区

写真 市長賞 兄、おとうと 棚瀬　修 瀬戸市東菱野町

工芸美術 市長賞 草木染タペストリー「秋桜」 片野　早苗 瀬戸市井戸金町

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 慈光 桜井　定尾 春日井市

日本画 優秀賞 思い出 瀧日　勝子 春日井市

日本画 優秀賞 オストーニ裏通り 棚橋　久子 名古屋市名東区

洋画 優秀賞 赤い静寂 ルイス　裕子 名古屋市名東区

洋画 優秀賞 紀元 會田　暁美 大府市

洋画 優秀賞 ふゆざれ 塚本　周一 尾張旭市

洋画 優秀賞 岩 本荘　鎭夫 名古屋市北区

洋画 優秀賞 彼方へ 鈴木　克利 名古屋市中川区

洋画 優秀賞 ２０１０６０Ｑ 加藤　瑠美 東海市

洋画 優秀賞 道 山田　貞子 春日井市

洋画 優秀賞 流転 野辺田　紀子 知多市

洋画 優秀賞 昔・むかし 内藤　圭介 高浜市

彫刻 優秀賞 láir du tempsⅡ（時の流れ） 村井　まち子 瀬戸市すみれ台

陶芸 優秀賞 翠流 水野　猛 瀬戸市川端町

陶芸 優秀賞 赤燻釉花器 望月　之弘 津島市

陶芸 優秀賞 虹釉鉢 宮﨑　みどり 瀬戸市緑町

陶芸 優秀賞 染付山法師文組皿 高橋　由佳 名古屋市千種区

書道 優秀賞 李壁墓誌銘 水田　美泉 知多郡東浦町

書道 優秀賞 徳忱帖一節 熊谷　石華 尾張旭市

書道 優秀賞 沈石友宛信片三種一節 上嶌　杏苑 瀬戸市やまて坂

写真 優秀賞 稜線を行く 加藤　譲 碧南市

写真 優秀賞 ナザレの浜辺 中村すづゑ 多治見市

写真 優秀賞 二人だけの時間 二階　剛 名古屋市緑区

写真 優秀賞 都市の空間 岡本　忠雄 小牧市

写真 優秀賞 愛のまなざし 福村　一夫 岩倉市

写真 優秀賞 ＮＯＲＡ 西尾　香陽子 名古屋市緑区

写真 優秀賞 幸せのハートマーク 安達　良幸 岐阜県羽島郡笠松町

写真 優秀賞 ミニフルーツトマト 深谷　邦雄 みよし市

写真 優秀賞 泥仕合 金谷　洋一 瀬戸市北山町

写真 優秀賞 水しぶき 青木　正道 瀬戸市萩殿町

工芸美術 優秀賞 天の川Ⅱ 鈴木　房子 名古屋市中川区

工芸美術 優秀賞 寄Ｇ細工・２ 新実　臣吾 瀬戸市道泉町

工芸美術 優秀賞 愛する仲間たち 三浦　千秋 瀬戸市西本町
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日本画 奨励賞 羊歯 伊藤　良夫 瀬戸市瘤木町

日本画 奨励賞 陽 橋本　雅子 瀬戸市南山口町

日本画 奨励賞 友 栗田　孝子 犬山市

洋画 奨励賞 悲劇と喜劇の人間戯画 岡田　優子 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 岩山 森田　晃康 瀬戸市苗場町

洋画 奨励賞 夢のあとさき 大口　曽介 北名古屋市

洋画 奨励賞 老木－再生 金本　順子 東海市

洋画 奨励賞 煙の都 鈴木　由雄 日進市

洋画 奨励賞 水門 澤田　昌享 知多市

洋画 奨励賞 椅子　２０１０ 上野　佳子 岐阜県岐阜市

洋画 奨励賞 叫ぶ、満ち足りる 山本　紗由美 半田市

洋画 奨励賞 喜怒哀煙 伊藤　毅 名古屋市中川区

彫刻 奨励賞 七五三 澤口　准子 稲沢市

陶芸 奨励賞 青白磁芍薬紋大皿 原　朋子 瀬戸市水無瀬町

陶芸 奨励賞 季（大皿） 岡田　俊一 瀬戸市神川町

陶芸 奨励賞 螺旋文壷 齋藤　七海 あま市

陶芸 奨励賞 シュメールの茶色いコビン 橋川　真 長野県下伊那郡阿智村

書道 奨励賞 一院落花無 大羽　千春 瀬戸市萩山台

書道 奨励賞 恵風和暢 中島　松雪 瀬戸市高根町

書道 奨励賞 隋宮 鈴木　久美 瀬戸市坊金町

写真 奨励賞 水の創作 伊藤　信夫 瀬戸市羽根町

写真 奨励賞 有明の月 鎌塚　豊 瀬戸市すみれ台

写真 奨励賞 梅雨明け 大熊　俊雄 春日井市

写真 奨励賞 初雪の参道 伊藤　文彦 小牧市

写真 奨励賞 自然界「命の原則」 髙桑　五十鈴 岩倉市

写真 奨励賞 朝露装飾 小川　富士雄 尾張旭市

写真 奨励賞 静音 水野　行司 豊田市

写真 奨励賞 夕歩道 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 奨励賞 晩秋のまどろみ 山本　正治 尾張旭市

写真 奨励賞 青春の1ページ 山田　茂樹 瀬戸市掛下町

工芸美術 奨励賞 空 安藤　房男 小牧市

工芸美術 奨励賞 星の軌跡 飯田　正子 名古屋市守山区

工芸美術 奨励賞 蓄積 藤原　三和子 瀬戸市孫田町
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