
第70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 朝　 いそはた　みか 日進市

洋画 美術展大賞 パラダイム　シフト(paradigm shift) 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

彫刻 美術展大賞 夏霞のたなびく空に 中村　さとえ 静岡県浜松市

陶芸 美術展大賞 弾かれゆく形 安藤　智哉 瀬戸市東本町

書道 美術展大賞 望　外 早川　尚美 瀬戸市京町

写真 美術展大賞 祭礼の日 東　孝 瀬戸市品野町

工芸美術 美術展大賞 菊 山﨑　勇夫 名古屋市緑区

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 Kasbahの丘 長谷川　春美 瀬戸市窯町

洋画 市長賞 風におい 児玉　正人 瀬戸市本郷町

彫刻 市長賞 大地の種－’17 藤田　雅也 長久手市

陶芸 市長賞 Ｄｅｓｓｉｎ トンワーニット　パカワン 名古屋市東区

書道 市長賞 秋日江居写懐 田中　艶乃 日進市

写真 市長賞 好好爺 阿部　千恵子 名古屋市守山区

工芸美術 市長賞 あやとり 戸田　愛 名古屋市天白区

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 第70回記念賞 秋　声 松岡　紗貴 春日井市

洋画 第70回記念賞 移　い 橋本　克 瀬戸市原山町

彫刻 第70回記念賞 かたち 山本　修平 瀬戸市今林町

陶芸 第70回記念賞 集　積 波多野　祐希 瀬戸市落合町

書道 第70回記念賞 良寛詩 鈴木　游璃 瀬戸市萩山台

写真 第70回記念賞 クールダウン 糟谷　いづみ 岐阜県可児市

工芸美術 第70回記念賞 波　動 森野　栄子 小牧市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 白　秋 伊藤　良夫 瀬戸市瘤木町

日本画 優秀賞 宙 谷口　守正 瀬戸市西松山町

洋画 優秀賞 古城の秋 浦野　康男 日進市

洋画 優秀賞 灯　台 百崎　三郎 尾張旭市

洋画 優秀賞 「我が家」から眺める 尾崎　道子 みよし市

洋画 優秀賞 初　心 佐藤　早和子 春日井市

洋画 優秀賞 スピティ谷の農民 加藤　裕子 小牧市

洋画 優秀賞 雪国の漁村 山崎　正春 一宮市

洋画 優秀賞 夏 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 槍ヶ岳 森田　俊郎 瀬戸市池田町

洋画 優秀賞 酒運搬船の朝 加藤　隼男 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 名鉄豊田線　愛知池 早川　克憲 日進市

洋画 優秀賞 赤津の廃屋 大藏　陸郎 名古屋市緑区

洋画 優秀賞 キャニオン 畑野　陽子 名古屋市緑区

洋画 優秀賞 室内婦人像 吉田　千絵 名古屋市昭和区

洋画 優秀賞 キッチンルームの情景 臼井　哲雄 岐阜県岐阜市

洋画 優秀賞 駅前たそがれ 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 優秀賞 栄枯盛衰 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 秘め事 大口　曽介 北名古屋市

彫刻 優秀賞 虫　兜 近藤　かのこ 名古屋市守山区

彫刻 優秀賞 ポエム 川上　堯由 知多市

陶芸 優秀賞 想 西　雪江 瀬戸市陶生町

陶芸 優秀賞 練込壺 齋藤　七海 あま市

陶芸 優秀賞 コノハナノサクヤビメ ひが　直美 瀬戸市窯町

1／3



第70回　瀬戸市美術展　入賞者一覧

書道 優秀賞 劉司戸蕡に贈る・潭州 梅村　佳代 愛知郡東郷町

書道 優秀賞 惜花歎 荻野　みつ子 長久手市

書道 優秀賞 蘇軾詩 熊谷　路代 尾張旭市

書道 優秀賞 詩鋒筆海 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

写真 優秀賞 臨場感あふれる 谷口　紀正 瀬戸市さつき台

写真 優秀賞 憩　う 宮嵜　己秋 尾張旭市

写真 優秀賞 営業中 加藤　克満 瀬戸市背戸側町

写真 優秀賞 薄霜の朝（雀） 成田　満 瀬戸市南山町

写真 優秀賞 ファミリー 髙山　寅男 春日井市

写真 優秀賞 清流のシンボル 磯村　和行 瀬戸市原山町

写真 優秀賞 一　瞬 伊藤　惠三 名古屋市守山区

写真 優秀賞 電光閃く 小池　知里 春日井市

写真 優秀賞 漁場の灯り 磯貝　光博 瀬戸市北山町

写真 優秀賞 恋しい朝 星野　行史 名古屋市千種区

写真 優秀賞 流水と霜の造形 稲葉　太史 尾張旭市

写真 優秀賞 駆け馬に挑む 早川　幸夫 小牧市

写真 優秀賞 宵街桜 水野　朝光 名古屋市守山区

写真 優秀賞 力　走 山田　徹 瀬戸市大坂町

写真 優秀賞 離れ技 加藤　譲 碧南市

写真 優秀賞 早暁の船出 杉浦　小夜子 瀬戸市高根町

写真 優秀賞 ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ山系(ｱﾙﾌﾟｽ)の彩雲 山田　隆幸 春日井市

写真 優秀賞 しんしんと 棚瀬　修 名古屋市名東区

写真 優秀賞 特　訓 大西　寛 春日井市

工芸美術 優秀賞 初夏の彩り 玉置　嘉實 瀬戸市古瀬戸町

工芸美術 優秀賞 満　開 谷口　千賀子 瀬戸市萩山台

工芸美術 優秀賞 思　案 古岩井　克彦 大府市

工芸美術 優秀賞 ＳＯＲＡＫＡＲＡ 阿部　千恵美 日進市

工芸美術 優秀賞 宝物peace 伊藤　千代子 名古屋市熱田区

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 奨励賞 晩秋の奥入瀬渓流 水野　康彦 小牧市

日本画 奨励賞 白猫と桜 松田　園子 尾張旭市

洋画 奨励賞 高原に憩う 久野　加津代 瀬戸市東赤重町

洋画 奨励賞 5月の岩屋堂公園 梶田　悟 瀬戸市すみれ台

洋画 奨励賞 祭りの日のオスロ 中村　哲也 みよし市

洋画 奨励賞 朝　寒 吉川　エミ子 日進市

洋画 奨励賞 冬支度 柘植　雅一 名古屋市名東区

洋画 奨励賞 早　春 塚本　周一 尾張旭市

洋画 奨励賞 備中吹屋 稲垣　鬨雄 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 デッサン教室 安藤　肇 名古屋市西区

洋画 奨励賞 層 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 楽　園 長谷川　光一 名古屋市緑区

洋画 奨励賞 「マイホーム」 伊藤　浩子 名古屋市千種区

洋画 奨励賞 瀬戸の原風景 安藤　功 岐阜県多治見市

洋画 奨励賞 工事現場の忘れ物 山本　忠弘 名古屋市東区

洋画 奨励賞 冬木立 近藤　幸子 名古屋市天白区

洋画 奨励賞 残　照 藤本　一彦 尾張旭市

洋画 奨励賞 Human 中西　由美子 瀬戸市小坂町

彫刻 奨励賞 猫 長屋　良佳 瀬戸市白坂町

彫刻 奨励賞 立　つ 佐藤　正徳 瀬戸市原山台

陶芸 奨励賞 春 竹境　德武 額田郡幸田町
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陶芸 奨励賞 ＳＩＭＩＲＵ 山口　江太 大府市

陶芸 奨励賞 彫込壷 斉藤　之康 豊田市

陶芸 奨励賞 天目茶碗 加藤　真一 瀬戸市泉町

書道 奨励賞 梅花　三首 今井　千恵子 日進市

書道 奨励賞 山崎ひさをの句 伊藤　正治 名古屋市守山区

書道 奨励賞 早　朝 川口　夕蓉 みよし市

書道 奨励賞 忖　度 冨田　満 瀬戸市上之山町

写真 奨励賞 たそがれのハイウェイ 水野　義己 名古屋市守山区

写真 奨励賞 ウルトラ・ハンター 三浦　勝利 瀬戸市孫田町

写真 奨励賞 飛天の舞い 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 奨励賞 末広商店街のおしゃれ 加藤　啓子 尾張旭市

写真 奨励賞 新芽に跳ぶ 大場　浩之 春日井市

写真 奨励賞 妖　艶 髙山　満枝 春日井市

写真 奨励賞 くれなずむ 坂本　秀明 春日井市

写真 奨励賞 ザ・スラローム 鈴木　建彦 春日井市

写真 奨励賞 幾何学的形状な色彩 寺田　兼治 瀬戸市八幡台

写真 奨励賞 喜びの日々 北保　悟郎 名古屋市中区

写真 奨励賞 裏　窓 若尾　弘美 岐阜県多治見市

写真 奨励賞 不思議な空間 林　正純 瀬戸市八幡台

写真 奨励賞 雲海の備中松山城 山田　雅章 瀬戸市見付町

写真 奨励賞 飛　翔 田中　靜香 岐阜県多治見市

写真 奨励賞 尻尾くらべ 鈴木　憲雄 岐阜県多治見市

写真 奨励賞 夏の終わり。 大熊　俊雄 春日井市

写真 奨励賞 けあらし 藤田　弘 小牧市

写真 奨励賞 銀河の中で 酒井　香江子 小牧市

写真 奨励賞 名残雪 小川　吉廣 清須市

写真 奨励賞 ナイスキャッチ 田井中　道夫 刈谷市

工芸美術 奨励賞 夏の夜パートⅠ 加藤　守男 瀬戸市紺屋田町

工芸美術 奨励賞 寄せＧ細工2017 新実　臣吾 瀬戸市道泉町

工芸美術 奨励賞 ゴールドドラゴン 伊藤　泰弘 尾張旭市

工芸美術 奨励賞 ＣＯＳＭＯＳ 石川　芳子 丹羽郡扶桑町

工芸美術 奨励賞 まるまるまる 小林　幸枝 豊田市
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