
第６４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 風を聴く 長谷川　節子 愛知郡長久手町

洋画 美術展大賞 万燈－Ⅰ 尾関　古四郎 瀬戸市鹿乗町

彫刻 美術展大賞 差し出された条件 山中　奈津紀 刈谷市

陶芸 美術展大賞 秋　爽 水野　猛 瀬戸市川端町

書道 美術展大賞 杜甫詩 三治　涛星 名古屋市守山区

写真 美術展大賞 雷　群 籠橋　定省 春日井市

工芸美術 美術展大賞 生 水野　圭奈子 尾張旭市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 カントリーロード 敦木　愛子 豊田市

洋画 市長賞 うたた寝 鈴木　由雄 日進市

彫刻 市長賞 追　憶 川上　堯由 知多市

陶芸 市長賞 Body 水谷　俊雄 千葉県白井市

書道 市長賞 白雲高嵯峨 萩野　知華江 日進市

写真 市長賞 夏の日 安達　良幸 岐阜県羽島郡

工芸美術 市長賞 雨の夜に 中井　亜矢 瀬戸市共栄通

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 萌 水野　美奈子 名古屋市守山区

日本画 優秀賞 白　韻 大竹　康子 瀬戸市西寺山町

日本画 優秀賞 水　面 武内　喜代子 春日井市

洋画 優秀賞 進　化 水野　浩和 瀬戸市窯町

洋画 優秀賞 炎昼の街・行き交う人々 伊藤　豊子 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 回　想 小倉　照江 一宮市

洋画 優秀賞 窓からの眺め 佐々木　啓允 名古屋市名東区

洋画 優秀賞 時－25 児玉　正人 瀬戸市本郷町

洋画 優秀賞 記憶の構図 磯部　和久 豊川市

洋画 優秀賞 潮間の風景 瀧澤　宏 大府市

洋画 優秀賞 立ち枯れのある池 加藤　裕子 小牧市

洋画 優秀賞 夢うつつの調べ 大口　曽介 北名古屋市

彫刻 優秀賞 踠 切田　陵 愛知郡長久手町

陶芸 優秀賞 結晶三彩鉢 中崎　諒 名古屋市守山区

陶芸 優秀賞 彩の実 山口　由次 名古屋市天白区

陶芸 優秀賞 幽　谷 野田　宗憲 愛知郡長久手町

陶芸 優秀賞 夜　風 鈴木　優作 あま市

書道 優秀賞 寓驛舎（驛舎に寓す） 荻野　みつ子 愛知郡長久手町

書道 優秀賞 松　林 日置　たか子 瀬戸市八幡台

書道 優秀賞 画龍点晴 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

写真 優秀賞 氷水面の孤島 空尾　武郎 春日井市

写真 優秀賞 紅い瞬光 堀井　省治 春日井市

写真 優秀賞 仕事を終えて 谷口　憲文 瀬戸市南山町

写真 優秀賞 遥かなる旅路 高橋　博子 名古屋市港区

写真 優秀賞 未来に向って 永宮　正義 春日井市

写真 優秀賞 瞳 田中　靜香 岐阜県多治見市

写真 優秀賞 ランデブー 宮地　修 名古屋市守山区

写真 優秀賞 雨上り 波多野　豊子 春日井市

写真 優秀賞 おきにいり 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 優秀賞 祭りの日 宮田　典彦 岡崎市

工芸美術 優秀賞 花の舞 鈴木　政江 名古屋市守山区

工芸美術 優秀賞 迷 横目　芽久美 豊田市

工芸美術 優秀賞 舞　蝶 市川　直美 瀬戸市瀬戸市北みずの坂
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日本画 奨励賞 凍てつく朝 奥村　日出夫 春日井市

日本画 奨励賞 山　藤 加藤　紀代 瀬戸市背戸側町

日本画 奨励賞 歳晩の断崖 加藤　夏江 瀬戸市品野町

洋画 奨励賞 screw 加藤　隼男 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 開田高原 塚本　周一 尾張旭市

洋画 奨励賞 変貌する街’11.5 伊藤　貞夫 瀬戸市東古瀬戸町

洋画 奨励賞 ハープのある風景 岡田　実 瀬戸市上之山町

洋画 奨励賞 連　鎖 永井　弘人 江南市

洋画 奨励賞 陶土採掘場 加藤　孝一 瀬戸市原山台

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 雲の行方 杉山　英子 尾張旭市

洋画 奨励賞 夏の終り 清水　きよ子 瀬戸市西松山町

彫刻 奨励賞 語りえぬ座標 安藤　ムイ 瀬戸市陶生町

陶芸 奨励賞 灰被花器 杉江　信夫 常滑市

陶芸 奨励賞 油滴天目茶碗 寺田　勝美 瀬戸市弁天町

陶芸 奨励賞 白磁鮫肌釉花器 時澤　路斉 名古屋市東区

陶芸 奨励賞 心－Ⅳ 姜　京和 名古屋市中区

書道 奨励賞 呉蘭雪詩 浅野　理恵子 日進市

書道 奨励賞 東北鎮魂復興 冨田　満 瀬戸市上之山町

書道 奨励賞 朱放が賊退いて後、山陰に往くを送る松本　静鳳 日進市

写真 奨励賞 砲　火 榊原　司 春日井市

写真 奨励賞 朝の旋律 長谷川　能文 春日井市

写真 奨励賞 ルナリアのカマキリ 深谷　邦雄 みよし市

写真 奨励賞 若草山競炎 川瀬　治彦 春日井市

写真 奨励賞 凛 澤田　雅子 名古屋市千種区

写真 奨励賞 追　走 加藤　譲 碧南市

写真 奨励賞 海底トンネル 小島　康生 春日井市

写真 奨励賞 水を飛ぶ 中西　眞二 春日井市

写真 奨励賞 北の王者 伊藤　栄子 春日井市

写真 奨励賞 一　服 服部　吉雄 北名古屋市

工芸美術 奨励賞 朝焼けの日 西浦　良孝 名古屋市守山区

工芸美術 奨励賞 時の間 谷口　茂春 新城市

工芸美術 奨励賞 海のメモリー 飯田　正子 名古屋市守山区
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