
第６５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 愁　雷 加藤　一利 瀬戸市品野町

洋画 美術展大賞 廃線回想 志萱　敬三 犬山市

彫刻 美術展大賞 陰　影 伴野　太亮 尾張旭市

陶芸 美術展大賞 光　芒 樽田　裕史 瀬戸市水無瀬町

書道 美術展大賞 梅花九首 新村　成子 愛知郡東郷町

写真 美術展大賞 予　感 野田　勝彦 名古屋市名東区

工芸美術 美術展大賞 迷Ⅱ 横目　芽久美 豊田市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 暮色の町 栁田　美子 瀬戸市ゆりの台

洋画 市長賞 僕のリモコン 荒木　典子 名古屋市緑区

彫刻 市長賞 未来への眼差 菅原　光則 岐阜県山県市

陶芸 市長賞 火山噴火Ⅱ 竹本　政一 新城市

書道 市長賞 蘇軾詩 美希　昌風 春日井市

写真 市長賞 インド洋を望む 梶田　敏彦 春日井市

工芸美術 市長賞 安らぎ 宇埜　陽子 名古屋市守山区

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 扉 棚橋　久子 名古屋市名東区

日本画 優秀賞 秋の声 磯村　英男 丹羽郡扶桑町

日本画 優秀賞 イヨボヤ（鮭） 加藤　伸子 瀬戸市品野町

日本画 優秀賞 悠　久 谷口　守正 瀬戸市西松山町

日本画 優秀賞 街路灯 梶田　尚子 犬山市

洋画 優秀賞 再会の岬 中村　克己 豊橋市

洋画 優秀賞 どうして？ 伊藤　良彦 名古屋市名東区

洋画 優秀賞 水牛の頭骨のある室内 加藤　中子 春日井市

洋画 優秀賞 道 山田　貞子 春日井市

洋画 優秀賞 こっち　こっちだよ 河地　鎮子 犬山市

洋画 優秀賞 漂う風景 伊藤　幸照 春日井市

洋画 優秀賞 落ち込む女 福田　早高 瀬戸市平町

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 廃線　愛岐　トンネル 加藤　久 瀬戸市苗場町

洋画 優秀賞 千枚田 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 秋に想う 大口　曽介 北名古屋市

洋画 優秀賞 渓　谷 川本　ひろ子 瀬戸市大坂町

洋画 優秀賞 浄源寺　三郷門 澤井　純子 瀬戸市汗干町

洋画 優秀賞 山女魚からの便り 水野　多巳利 瀬戸市幡野町

洋画 優秀賞 刻 臼井　哲雄 岐阜県岐阜市

洋画 優秀賞 僕の中身 中村　咲 長久手市

彫刻 優秀賞 秋の燈 村井　真智子 瀬戸市すみれ台

陶芸 優秀賞 トルコ青鉢 谷川　宏 常滑市

陶芸 優秀賞 緋襷花瓶 田中　好光 安城市

陶芸 優秀賞 染付椿紋大鉢 前田　江里奈 長久手市

陶芸 優秀賞 結晶壺 中崎　諒 名古屋市守山区

陶芸 優秀賞 緑釉大鉢 小島　富士雄 瀬戸市泉町

陶芸 優秀賞 無　題 近藤　克也 瀬戸市萩山台

陶芸 優秀賞 暖　流 鈴木　優作 あま市

書道 優秀賞 王昌齡詩 楠　祐介 尾張旭市

書道 優秀賞 陶然自樂 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

書道 優秀賞 巴南舟中 田中　艶乃 日進市

書道 優秀賞 飯中八仙の歌 辻　秀麗 名古屋市緑区
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書道 優秀賞 ひとことの彩 日置　貴子 瀬戸市八幡台

写真 優秀賞 サバンナの夜 長尾　千恵子 名古屋市守山区

写真 優秀賞 秋　陽 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 優秀賞 春喜の桜 伊里　紀夫 瀬戸市西長根町

写真 優秀賞 キャンドルアート 水野　清彦 尾張旭市

写真 優秀賞 空のいたずら 井上　晴之 岩倉市

写真 優秀賞 母と子のメモリー 野村　靖子 春日井市

写真 優秀賞 祭りクライマックス 杉戸　昭彦 名古屋市中村区

写真 優秀賞 虫追いの頃 加藤　雅彦 尾張旭市

写真 優秀賞 遊　泳 波多野　豊子 春日井市

写真 優秀賞 hi！ 駒村　隆 春日井市

写真 優秀賞 厳寒の朝光 稲垣　邦彦 小牧市

写真 優秀賞 森の妖精 水野　行司 豊田市

写真 優秀賞 夏の響き 伊藤　允 瀬戸市西山町

写真 優秀賞 幸の刻 飯沢　志津子 春日井市

写真 優秀賞 アバンチュール 阿部　千恵子 名古屋市守山区

写真 優秀賞 大願成就 山田　佳倫 名古屋市千種区

写真 優秀賞 パパの休日 大濱　勝 名古屋市天白区

写真 優秀賞 chaos 梅村　信子 名古屋市名東区

写真 優秀賞 ふしぎの国のサンポ 夫馬　雅子 名古屋市中区

写真 優秀賞 楽しかった 山本　正治 尾張旭市

工芸美術 優秀賞 郷　愁 谷口　千賀子 瀬戸市萩山台

工芸美術 優秀賞 山あいの滝 秋田　三恵子 尾張旭市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 奨励賞 郷土玩具 瀧日　勝子 春日井市

日本画 奨励賞 島の祠 後藤　決美 名古屋市名東区

日本画 奨励賞 やさしい時間 田中　美智子 犬山市

日本画 奨励賞 刻 吉村　邦子 瀬戸市新郷町

日本画 奨励賞 青　韻 加藤　夏江 瀬戸市品野町

洋画 奨励賞 伊勢神宮観月会 武笠　英夫 瀬戸市南山町

洋画 奨励賞 思い出の愛地球博 伊藤　貞夫 瀬戸市東古瀬戸町

洋画 奨励賞 姉　弟 早川　克憲 日進市

洋画 奨励賞 はざかいき 塚本　周一 尾張旭市

洋画 奨励賞 氷結または結晶 小倉　照江 一宮市

洋画 奨励賞 向日葵 久野　加津代 瀬戸市東赤重町

洋画 奨励賞 装　い 谷口　城子 稲沢市

洋画 奨励賞 Snow　day 犬塚　奈々子 岡崎市

洋画 奨励賞 八角堂曼荼羅 児玉　正人 瀬戸市本郷町

洋画 奨励賞 時代はかわらず 丹羽　裕康 小牧市

洋画 奨励賞 ある晴れた日 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 奨励賞 グランドにて 伊藤　昌子 名古屋市名東区

洋画 奨励賞 日ざし 橋本　進　 一宮市

洋画 奨励賞 サウルハープのある風景 岡田　実 瀬戸市上之山町

洋画 奨励賞 瀬戸昔話 橋本　克 瀬戸市原山町

洋画 奨励賞 青の空間 伊藤　健 春日井市

彫刻 奨励賞 透過の乙女 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

陶芸 奨励賞 狛犬一対 小島　久雄 瀬戸市高根町

陶芸 奨励賞 青銅釉大皿 加藤　圭祐 名古屋市緑区

陶芸 奨励賞 長形稜線文扁壷 杉江　信夫 常滑市

陶芸 奨励賞 真剣です？ 野澤　晴子 日進市

陶芸 奨励賞 白磁鮫肌釉鉢 時澤　路斉 名古屋市東区
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陶芸 奨励賞 練り込み流裂文壷 舌古　和代 名古屋市守山区

陶芸 奨励賞 想 水内　喜子 岐阜県土岐市

書道 奨励賞 秋風引 楠　良平 尾張旭市

書道 奨励賞 夏日李後岡先生五柳園讌集 川口　さくら みよし市

書道 奨励賞 過香積寺 荻野　みつ子 長久手市

書道 奨励賞 閒中至楽 勝股　春斎 瀬戸市八幡台

書道 奨励賞 興 西村　愛紗貴 名古屋市守山区

写真 奨励賞 紋別の憩い 林　信隆 瀬戸市北みずの坂

写真 奨励賞 目立ちたがりや 大島　勇吉 春日井市

写真 奨励賞 まつり 大島　雅子 春日井市

写真 奨励賞 浜風に泳ぐ 長谷川　澄男 名古屋市守山区

写真 奨励賞 楽しみのひと休み 神谷　隆二 春日井市

写真 奨励賞 静寂の輝き 稲葉　太史 尾張旭市

写真 奨励賞 晩秋の木戸池 谷口　紀正 瀬戸市さつき台

写真 奨励賞 悠久の丘 空尾　武郎 春日井市

写真 奨励賞 出合い 成田　満 瀬戸市南山町

写真 奨励賞 季節の旅人 今泉　信一 春日井市

写真 奨励賞 満月赤富士 井上　正司 春日井市

写真 奨励賞 シルエット 埴原　長興 瀬戸市原山台

写真 奨励賞 薄　明 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 奨励賞 群　れ 深谷　邦雄 みよし市

写真 奨励賞 祭　灯 山田　幸哉 岩倉市

写真 奨励賞 同級生 安藤　年孝 春日井市

写真 奨励賞 躍　動 三浦　保秋 尾張旭市

写真 奨励賞 朝陽の輝き 今野　勝夫 春日井市

写真 奨励賞 出世桜の下で 戸田　一 小牧市

写真 奨励賞 シルエット 加藤　千秋 春日井市　

工芸美術 奨励賞 源氏物語りの姫（伊勢型紙の切り絵） 安藤　博明 名古屋市守山区

工芸美術 奨励賞 牛馬童子像 内藤　良子 みよし市

工芸美術 奨励賞 きれいな空だね 田中　武子 瀬戸市山手町
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