
第６７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 秋　韻 真柄　重子 瀬戸市

洋画 美術展大賞 氏神様初詣 福岡　克二 日進市

彫刻 美術展大賞 どこいくの？ 志満津　華子 豊橋市

陶芸 美術展大賞 跡 片山　照子 名古屋市北区

書道 美術展大賞 飲中八仙歌 荻野　扇華 長久手市

写真 美術展大賞 激　突 加藤　譲 碧南市

工芸美術 美術展大賞 宙（果てしなき時の記憶） 佐藤　達雄 豊田市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 游 加藤　伸子 瀬戸市

洋画 市長賞 部　屋 橋口　佳子 みよし市

彫刻 市長賞 祭囃子 川上　堯由 知多市

陶芸 市長賞 染付半夏生皿 水谷　悠二 瀬戸市

書道 市長賞 會はざらん・・・ 遠藤　里美 知立市

写真 市長賞 食べたいな 武田　功司 瀬戸市

工芸美術 市長賞 回　想 金　希純 知立市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 遥　遠 加藤　景三 瀬戸市

日本画 優秀賞 シエスタの刻 長谷川　春美 瀬戸市

日本画 優秀賞 蓼川の秋 後藤　静子 小牧市

日本画 優秀賞 春 会田　勝緒 瀬戸市

洋画 優秀賞 瀬戸の遺産・トロンミル 加藤　隼男 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 石徹白の大杉 塚本　周一 尾張旭市

洋画 優秀賞 音遊び 金子　好美 瀬戸市

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 鹿の角のある静物 加藤　中子 春日井市

洋画 優秀賞 安曇野秋色 橋本　進 一宮市

洋画 優秀賞 ふたりの秋 浦野　康男 日進市

洋画 優秀賞 窯 太田　早苗 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 悠久の集落 西川　澄男 名古屋市北区

洋画 優秀賞 ひな飾りのある店先 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 行き交う人々に突然やってくる 伊藤　豊子 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 スペインからの便り 中村　克己 豊橋市

洋画 優秀賞 休憩中 佐々木　啓允 名古屋市千種区

洋画 優秀賞 青い街並み（モロッコ） 林　紀男 日進市

洋画 優秀賞 母娘喧嘩 日置　偉之 豊明市

洋画 優秀賞 夏のある日 三宮　京子 豊明市

洋画 優秀賞 幕　間 後藤　明美 豊明市

洋画 優秀賞 消えゆく窯場 藤本　一彦 尾張旭市

彫刻 優秀賞 となりの芝生は青い 川村　さやか 瀬戸市

陶芸 優秀賞 月　草 ひが　直美 瀬戸市

陶芸 優秀賞 練込み角皿 斉藤　之康 豊田市

陶芸 優秀賞 刻　造 酒井　ゆうみ 豊田市

陶芸 優秀賞 黒彩波文鎬壺 佐藤　正徳 瀬戸市

陶芸 優秀賞 秋　音（花器） 水野　猛 瀬戸市

書道 優秀賞 息 清水　汀華 豊田市

書道 優秀賞 爲而不恃 神谷　隆二 春日井市

書道 優秀賞 山國初夏（近代詩文）田中冬二詩田中　佳園 瀬戸市

書道 優秀賞 渭水自縈秦塞 萩野　知華江 日進市

書道 優秀賞 玉真仙人詩 森島　麗石 名古屋市北区
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写真 優秀賞 親　子 大西　寛 春日井市

写真 優秀賞 深山秋色 松葉　克彦 尾張旭市

写真 優秀賞 光芒を行く 古賀　新也 瀬戸市

写真 優秀賞 異空間 梅村　信子 名古屋市名東区

写真 優秀賞 樹林境界 松木　龍彦 名古屋市守山区

写真 優秀賞 里山の朝 神戸　直之 小牧市

写真 優秀賞 天空に浮かぶ竹田城跡 山田　雅章 瀬戸市

写真 優秀賞 本日休業 阿部　千恵子 名古屋市守山区

写真 優秀賞 砂丘を行く 北保　悟郎 名古屋市中区

写真 優秀賞 愛岐トンネル探索 玉置　宗邦 尾張旭市

写真 優秀賞 麦 加藤　和子 瀬戸市

写真 優秀賞 戦　う 岡　次生 春日井市

写真 優秀賞 積りますね 成田　満 瀬戸市

写真 優秀賞 ナイスキャッチ 加藤　忠洋 長久手市

工芸美術 優秀賞 鳥のように 飯田　正子 名古屋市守山区

工芸美術 優秀賞 僕らは、電線マン 林　信隆 瀬戸市

工芸美術 優秀賞 煌 山﨑　勇夫 名古屋市緑区

工芸美術 優秀賞 楽　園 土佐路　久美子 豊田市

工芸美術 優秀賞 かえり道 飯島　宏子 長久手市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 奨励賞 竹林の中 中條　國男 名古屋市守山区

日本画 奨励賞 想　い 瀧日　勝子 春日井市

日本画 奨励賞 路　地 棚橋　久子 名古屋市名東区

日本画 奨励賞 柚子香る 松岡　紗貴 春日井市

洋画 奨励賞 桂 澤井　純子 瀬戸市

洋画 奨励賞 古代ｱｯｼﾘｱのﾗｲｵﾝ狩 加地　唯文 名古屋市緑区

洋画 奨励賞 まどろみの中 松田　玲子 名古屋市千種区

洋画 奨励賞 木とコップ 八木　菜々子 豊田市

洋画 奨励賞 雪の窯神橋 橋本　克 瀬戸市

洋画 奨励賞 秋色の雲興寺 安河内　貴之 瀬戸市

洋画 奨励賞 朝霧のスポット 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 Wolf 中西　由美子 瀬戸市

洋画 奨励賞 里の納屋 黒川　順子 日進市

洋画 奨励賞 炎に挑戦 石沢　清一 瀬戸市

洋画 奨励賞 Flower in Water 髙橋　静江 名古屋市天白区

洋画 奨励賞 陽のさす道 近藤　幸子 名古屋市天白区

洋画 奨励賞 雲とパルティせと 加藤　楠子 瀬戸市

洋画 奨励賞 にぎやかな壁 浅井　貴代 瀬戸市

洋画 奨励賞 春　 吉橋　洋子 名古屋市昭和区

洋画 奨励賞 おもいで 早川　克憲 日進市

洋画 奨励賞 雨の日、かくれんぼ 清水　きよ子 瀬戸市

洋画 奨励賞 刻 杉本　律子 豊田市

彫刻 奨励賞 桜国（十一面観音立像） 山田　孝則 瀬戸市

陶芸 奨励賞 花　器 服部　渉太 瀬戸市

陶芸 奨励賞 花器「清滝」 伊神　生雄 豊明市

陶芸 奨励賞 獅子蓋付龍文容器 小島　久雄 瀬戸市

書道 奨励賞 感　謝 早川　尚美 瀬戸市

書道 奨励賞 観 奥村　郁子 豊田市

書道 奨励賞 祭姪文稿 仁志川　文子 豊田市

書道 奨励賞 あきたつと・・・ 安井　惠 知立市

書道 奨励賞 辛未七夕 村瀬　芳翠 日進市
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書道 奨励賞 雲中白鶴 松原　忠勝 瀬戸市

写真 奨励賞 厳　冬 渡邉　正美 春日井市

写真 奨励賞 は～い．ポーズ 河口　智彦 瀬戸市

写真 奨励賞 しぶき舞う 竹原　健 瀬戸市

写真 奨励賞 七ツ釜五段の滝 松岡　千代子 名古屋市北区

写真 奨励賞 命 緒方　祥一 瀬戸市

写真 奨励賞 サリーの女 永宮　正義 春日井市

写真 奨励賞 かたぐるま 大場　浩之 春日井市

写真 奨励賞 春の余情 谷口　弘 尾張旭市

写真 奨励賞 クライマックス 大島　雅子 春日井市

写真 奨励賞 夕　遊 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 奨励賞 覚めやらぬ興奮 真光　一雅 瀬戸市

写真 奨励賞 夜の宴 松島　秀夫 名古屋市緑区

写真 奨励賞 蛍の舞う季節 宮地　修 名古屋市守山区

写真 奨励賞 見返り美鳥 籠橋　定省 春日井市

写真 奨励賞 錦　秋 鈴木　秀治 尾張旭市

工芸美術 奨励賞 寄木でつくる壺 鈴木　强 豊田市

工芸美術 奨励賞 ２０１４ネオン 新実　臣吾 瀬戸市

工芸美術 奨励賞 ぬくもり 福岡　愛子 豊田市

工芸美術 奨励賞 森の楽しい仲間 熊澤　春枝 瀬戸市

工芸美術 奨励賞 お尻虫 加藤　猛 尾張旭市
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