
第６６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 北　峡 北岡　后夫 名古屋市熱田区

洋画 美術展大賞 信じている場所 伊藤　美奈子 長久手市

彫刻 美術展大賞 LAIR DU TEMPS ～忿 村井　まちこ 瀬戸市すみれ台

陶芸 美術展大賞 残されたもの 片桐　実里 瀬戸市原山台

書道 美術展大賞 小倉百人一首四季の歌 田村　泉舟 知立市

写真 美術展大賞 朝　靄 埴原　長興 瀬戸市原山台

工芸美術 美術展大賞 馬　姿 西浦　良孝 名古屋市守山区

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 月下大輪 加納　恵美子 瀬戸市ひまわり台

洋画 市長賞 台所の情景 臼井　哲雄 岐阜県岐阜市

彫刻 市長賞 現代パンドラの箱 伊藤　毅 名古屋市中村区

陶芸 市長賞 輪廻転生 西尾　一己 春日井市

書道 市長賞 和楽天早春見寄 能見　啓練 豊田市

写真 市長賞 ウィンドウのいたずら 井上　晴之 岩倉市

工芸美術 市長賞 ことづけ 石川　芳子 丹羽郡扶桑町

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 三大獅子 瀧日　勝子 春日井市

日本画 優秀賞 創 谷口　豊彦 瀬戸市萩山台

日本画 優秀賞 生きる 加藤　伸子 瀬戸市品野町

日本画 優秀賞 灯 松岡　紗貴 春日井市

洋画 優秀賞 瀬戸川 加藤　楠子 瀬戸市西谷町

洋画 優秀賞 薄　氷 飯田　東司 春日井市

洋画 優秀賞 黄　葉 塚本　周一 尾張旭市

洋画 優秀賞 Ｒｏｔｏｒ ｏｆ ｔｈｅ　Ｓｔｅａｍ Ｔｕｒｂｉｎｅ 加藤　隼男 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 泡　沫 鈴木　香代 日進市

洋画 優秀賞 富岳春雪 富田　憲 尾張旭市

洋画 優秀賞 盛秋輝く谷汲山 羽根田　仲司 尾張旭市

洋画 優秀賞 屋久島 佐橋　理代 名古屋市緑区

洋画 優秀賞 第2楽章　ハ長調　作品19 鈴木　孝治 豊橋市

洋画 優秀賞 未来への足がかり 木村　美津子 みよし市

洋画 優秀賞 はぐれ雲 船津　幹雄 瀬戸市萩山台

洋画 優秀賞 緑の工房 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 優秀賞 休息の向こうへ 荒木　厚志 名古屋市天白区

洋画 優秀賞 明治の窓 三宮　京子 豊明市

洋画 優秀賞 震災　復興の花 佐々　章 名古屋市名東区

洋画 優秀賞 窓からの眺め 佐々木　啓允 名古屋市千種区

洋画 優秀賞 牛骨のある静物 杉本　勝代 豊橋市

洋画 優秀賞 在りし日・瀬戸 橋本　克 瀬戸市原山町

洋画 優秀賞 川面にいきる 川本　ひろ子 瀬戸市大坂町

洋画 優秀賞 帰り道 和田　彩佳 瀬戸市南山町

彫刻 優秀賞 蒼　繭 山田　孝則 瀬戸市西松山町

陶芸 優秀賞 潮　騒 平井　輝彦 春日井市

陶芸 優秀賞 焼締　すかし入傘立て 藤本　一彦 尾張旭市

陶芸 優秀賞 鼓　動 猪飼　博子 あま市

陶芸 優秀賞 水衣の器 藤田　直樹 瀬戸市西米泉町

陶芸 優秀賞 波紋青白瓷環状型大合子 西田　修二 瀬戸市萩山台

書道 優秀賞 朱茂晭詩 廣瀬　千翠 瀬戸市萩山台

書道 優秀賞 梁園吟 辻　秀麗 名古屋市緑区

書道 優秀賞 秋のうた３首 宮原　玲舟 知立市
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書道 優秀賞 鼓舞激励 望月　和美 瀬戸市八幡台

写真 優秀賞 孤立無援 金谷　洋一 瀬戸市北山町

写真 優秀賞 捕　る 武田　功司 瀬戸市八幡町

写真 優秀賞 ファミリー 成田　満 瀬戸市南山町

写真 優秀賞 楽しいなぁ 松浦　忠朗 名古屋市名東区

写真 優秀賞 渚 北保　悟郎 名古屋市中区

写真 優秀賞 海への誘い 山田　佳倫 名古屋市千種区

写真 優秀賞 波上の舞 渡辺　照明 小牧市

写真 優秀賞 駆ける 石黒　清孝 春日井市

写真 優秀賞 早朝の釣り人 岩田　宜子 名古屋市瑞穂区

写真 優秀賞 小島のチャペル 伊藤　覚子 名古屋市昭和区

写真 優秀賞 富士の上にきらめく 松葉　克彦 尾張旭市

写真 優秀賞 爽 大原　基生 名古屋市中村区

写真 優秀賞 風に揺られて 山田　茂樹 瀬戸市掛下町

写真 優秀賞 サンピラー 渡邉　正美 春日井市

写真 優秀賞 春去りぬ 戸田　一 小牧市

写真 優秀賞 逃げた魚 宮地　修 名古屋市守山区

写真 優秀賞 「もうチョッとで着くからネ」 大濱　勝 名古屋市天白区

写真 優秀賞 異次元空間 山口　博久 名古屋市瑞穂区

写真 優秀賞 街かどmusician 夫馬　雅子 名古屋市中区

写真 優秀賞 ばんえいの朝 加藤　昭夫 小牧市

写真 優秀賞 堅　塁 新矢　靖夫 瀬戸市平町

工芸美術 優秀賞 鯉の滝のぼり 大内　章 豊田市

工芸美術 優秀賞 藤　棚 西口　昭雄 春日井市

工芸美術 優秀賞 静かな時間 秋田　ふみよ 尾張旭市

工芸美術 優秀賞 ジュエリー 伊藤　留四郎 瀬戸市品野町

工芸美術 優秀賞 つながる人形2013-1 加藤　猛 尾張旭市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 奨励賞 游 柏木　奏音 豊田市

日本画 奨励賞 du le printemps 會田　勝緒 瀬戸市五位塚町

日本画 奨励賞 山　羊 政岡　弘子 瀬戸市西山町

日本画 奨励賞 まなざし 吉村　邦子 瀬戸市新郷町

洋画 奨励賞 銀山温泉（山形） 石沢　清一 瀬戸市萩山台

洋画 奨励賞 至福のリズム 伊藤　良彦 名古屋市名東区

洋画 奨励賞 仲　間 加藤　中子 春日井市

洋画 奨励賞 午後のひととき 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 戯 柘植　雅一 名古屋市名東区

洋画 奨励賞 まなざし 粕加屋　正雄 瀬戸市苗場町

洋画 奨励賞 道 山田　貞子 春日井市

洋画 奨励賞 雪　道 近藤　幸子 名古屋市天白区

洋画 奨励賞 花御殿　笙の音響く 宇田川　和好 瀬戸市北山町

洋画 奨励賞 種の行方に夢は広がる 堀　美恵子 小牧市

洋画 奨励賞 生まれいずる悲しみ 宮崎　光弘 瀬戸市さつき台

洋画 奨励賞 閉ざされた中で 清水　きよ子 瀬戸市西松山町

洋画 奨励賞 ぶどう畑（モーゼル川流域　ドイツ）山崎　正春 一宮市

洋画 奨励賞 伊勢神宮参拝(内宮） 加藤　久 瀬戸市苗場町

洋画 奨励賞 ｗａｒｎｉｎｇ（警告） 加藤　利弘 春日井市

洋画 奨励賞 卓上の静物 松苗　加代子 瀬戸市東菱野町

洋画 奨励賞 竜吟峡 坂井　邦広 小牧市

洋画 奨励賞 「第六夜」の夢 村上　広美 名古屋市名東区

彫刻 奨励賞 偶有の自我 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町
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陶芸 奨励賞 長形曲線彫文壷 杉江　信夫 常滑市

陶芸 奨励賞 創　生 片山　照子 名古屋市北区

陶芸 奨励賞 オアシス 小野　陽介 瀬戸市陶生町

陶芸 奨励賞 木漏日 加藤　隆 岐阜県土岐市

書道 奨励賞 「無父何怙」無母何恃 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

書道 奨励賞 鄭羲下碑臨書 松本　莉奈 名古屋市北区

書道 奨励賞  レモン哀歌（近代詩文）　高村光太郎詩佳園 瀬戸市陶原町

書道 奨励賞 流 谷口　眞弓 瀬戸市瘤木町

写真 奨励賞 いろり 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 奨励賞 驚きと出合い 竹原　健 瀬戸市八幡台

写真 奨励賞 求　愛 坪井　忍 尾張旭市

写真 奨励賞 欲張りだね？ 加藤　忠洋 長久手市

写真 奨励賞 日　常 阿部　千恵子 名古屋市守山区

写真 奨励賞 校庭の桜 太田　丈雄 春日井市

写真 奨励賞 冬　里 小島　和典 名古屋市東区

写真 奨励賞 一の矢 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 奨励賞 あの頃・・・ 豊島　直和 名古屋市千種区

写真 奨励賞 聖　夜 大西　寛 春日井市

写真 奨励賞 泥美人 三宅　清孝 瀬戸市上水野町

写真 奨励賞 キリンたちの休日 村瀬　貴治 名古屋市天白区

写真 奨励賞 火牡丹 加茂　睦博 名古屋市守山区

写真 奨励賞 紅の天使 三井　弘文 名古屋市瑞穂区

写真 奨励賞 心 菊地　國好 愛西市

工芸美術 奨励賞 藁の宝舟 安藤　博明 名古屋市守山区

工芸美術 奨励賞 アンティークショップ 黒瀬　真紀 津島市

工芸美術 奨励賞 薔薇と小人たち 尾崎　妙子 尾張旭市

工芸美術 奨励賞 初音（獅子娘） 山田　孝則 瀬戸市西松山町

工芸美術 奨励賞 紫の空 林　愛子 瀬戸市東古瀬戸町
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