
第７１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 晩　秋 瀬戸市東町

洋画 美術展大賞 大いなるキャニオン 畑野　陽子 名古屋市緑区

彫刻 美術展大賞 光あふれる 青木　眞由美 みよし市

陶芸 美術展大賞 驟雨のあとに 赤平　史香 瀬戸市陶本町

書道 美術展大賞 無　題 能見　啓練 豊田市

写真 美術展大賞 翔 和田　清造 小牧市

工芸美術 美術展大賞 格 古岩井　克彦 大府市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 市長賞 ２人はいつも 橋本　優子 丹羽郡大口町

洋画 市長賞 彩 稲熊　正行 瀬戸市下陣屋町

彫刻 市長賞 追　憶 川上　堯由 知多市

陶芸 市長賞 線と曲面 小野　晴史 尾張旭市

書道 市長賞 白楽天詩 熊谷　路代 尾張旭市

写真 市長賞 悠久の語りべ 稲葉　太史 尾張旭市

工芸美術 市長賞 静　夏 玉置　嘉實 瀬戸市古瀬戸町

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 優秀賞 姥子桃源 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

日本画 優秀賞 蓮の詩－まほろば１ 伊豆野　法子 名古屋市名東区

日本画 優秀賞 秋日和 竹内　晴海 豊田市

洋画 優秀賞 豊川吒枳尼真天 竹内　公 瀬戸市東権現町

洋画 優秀賞 軍艦島 大藏　陸郎 名古屋市緑区

洋画 優秀賞 古都の初雪 塚本　周一 尾張旭市

洋画 優秀賞 知多湾 早川　克憲 日進市

洋画 優秀賞 パッション・フルーツ 加藤　楠子 瀬戸市西谷町

洋画 優秀賞 富　嶽 百﨑　三郎 尾張旭市

洋画 優秀賞 谷間の村 村瀬　久美子 名古屋市天白区

洋画 優秀賞 Ｉ ｗish～ 飯田　耀子 名古屋市北区

洋画 優秀賞 再　生 伊神　富貴枝 名古屋市緑区

洋画 優秀賞 廃工場 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 優秀賞 アムステル港（オランダ） 山崎　正春 一宮市

洋画 優秀賞 今日は白い終着駅 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 優秀賞 家　族 柴田　一敏 瀬戸市坂上町

洋画 優秀賞 陶土の採掘場 浅井　貴代 瀬戸市五位塚町

洋画 優秀賞 アルプス賛歌 浦野　康男 日進市

彫刻 優秀賞 湖底の遺跡２０１８ 菅原　光則 岐阜県山県市

彫刻 優秀賞 凪 村井　まちこ 瀬戸市すみれ台

陶芸 優秀賞 染付椿文皿 小島　久雄 瀬戸市高根町

陶芸 優秀賞 ストレス 高田　峻 瀬戸市東権現町

陶芸 優秀賞 累　層 安藤　夕紀子 瀬戸市赤津町

陶芸 優秀賞 つらつら 秋山　彩 瀬戸市元町

陶芸 優秀賞 銀椿文鉢揃 秋山　麻枝 名古屋市名東区

陶芸 優秀賞 オアシス 伊神　生雄 豊明市

書道 優秀賞 無　題 出原　良子 日進市

書道 優秀賞 孤峯獨宿夜 中島　静鈴 瀬戸市八幡台

書道 優秀賞 従岐王過楊氏別業応教 川口　夕蓉 みよし市

書道 優秀賞 恬筆倫紙 松原　忠勝 瀬戸市西谷町
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写真 優秀賞 ２７０度視界ヨシ 合原　裕二 瀬戸市西松山町

写真 優秀賞 帰り道 水野　義己 名古屋市守山区

写真 優秀賞 星降る海 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 優秀賞 共　生 加藤　譲 碧南市

写真 優秀賞 求　愛 籠橋　定省 春日井市

写真 優秀賞 真夏の太陽 赤川　久晃 尾張旭市

写真 優秀賞 羽ばたき 大場　浩之 春日井市

写真 優秀賞 こぬか雨 加藤　啓子 尾張旭市

写真 優秀賞 鼓　動 酒井　香江子 小牧市

写真 優秀賞 あっ！しまった。 鵜飼　紀幸 瀬戸市西松山町

写真 優秀賞 界　雷 近藤　正代 名古屋市中川区

写真 優秀賞 奪　取 竹原　健 瀬戸市八幡台

写真 優秀賞 永遠の流れ桜花を包む 松葉　克彦 尾張旭市

写真 優秀賞 慕　情 中村　すゞゑ 岐阜県多治見市

写真 優秀賞 水面の宇宙 松島　秀夫 名古屋市緑区

写真 優秀賞 学校へ通いたい－ネパール・ロールワリン山麓の子どもたち－ 山田　隆幸 春日井市

写真 優秀賞 蓮池の主 佐藤　浩史 岐阜県美濃加茂市

写真 優秀賞 夕暮れ，しあわせタイム 棚瀬　修 名古屋市名東区

写真 優秀賞 汐　彩 穴澤　孝子 みよし市

写真 優秀賞 水辺の輝き 小池　知里 春日井市

工芸美術 優秀賞 寄木でつくる壺 豊田市

工芸美術 優秀賞 磽 Ｉchizo 名古屋市天白区

工芸美術 優秀賞 絆 水野　圭奈子 尾張旭市

部門 賞 題名 出品者名 住所

日本画 奨励賞 棕　櫚 伊藤　良夫 瀬戸市瘤木町

日本画 奨励賞 つめた～ 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 山里の集落 石田　辰弥 尾張旭市

洋画 奨励賞 ｍｅｓｓａｇｅ 柘植　雅一 名古屋市名東区

洋画 奨励賞 夜の箱崎ＪＣＴ 大栗　忠雄 瀬戸市八幡台

洋画 奨励賞 時止りて 大藏　紀郎 知多市

洋画 奨励賞 木洩れ日 山崎　憲治 名古屋市緑区

洋画 奨励賞 存　在 伊藤　栄 小牧市

洋画 奨励賞 雨に思う 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 奨励賞 瀬戸の産業遺産 浅井　順子 瀬戸市八幡台

洋画 奨励賞 秋の彩 中村　恵美子 常滑市

洋画 奨励賞 無　風 平田　章子 瀬戸市西吉田町

洋画 奨励賞 Ｔｏｗｎ 山本　洋子 瀬戸市緑町

洋画 奨励賞 森の輪廻 藤本　一彦 尾張旭市

洋画 奨励賞 食　卓 水谷　純子 瀬戸市水無瀬町

彫刻 奨励賞 幹 黒田　雅大 碧南市

彫刻 奨励賞 ネ　コ 長屋　良佳 瀬戸市白坂町

陶芸 奨励賞 更紗文組碗 佐藤　正徳 瀬戸市原山台

陶芸 奨励賞 流 岡崎市

陶芸 奨励賞 波 鬼頭　里美 豊田市

陶芸 奨励賞 ｔｗｉｓｔ 米山　孝夫 長久手市

陶芸 奨励賞 てついろ層 服部　順子 尾張旭市
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書道 奨励賞 歸園田居　五首 稲垣　郁代 名古屋市名東区

書道 奨励賞 春左省に宿す 荻野　みつ子 長久手市

書道 奨励賞 涛 宇佐見　智里 瀬戸市さつき台

書道 奨励賞 安楽公主の新宅に侍宴す応制 若杉　八空 尾張旭市

写真 奨励賞 暮秋の羽音 梶川　将 名古屋市守山区

写真 奨励賞 ありのままの夜 鈴木　憲雄 岐阜県多治見市

写真 奨励賞 大空に飛ぶ 稲垣　一弘 春日井市

写真 奨励賞 サンセットビーチ 玉置　宗邦 尾張旭市

写真 奨励賞 湖の目覚 田中　敏夫 豊明市

写真 奨励賞 月夜に輝くデジタルタワー 大熊　俊雄 春日井市

写真 奨励賞 海上の華 杉浦　弘道 尾張旭市

写真 奨励賞 静　寂 太田　錦翠 豊田市

写真 奨励賞 光の軌跡 加藤　忠洋 長久手市

写真 奨励賞 渚の女 波多野　豊子 春日井市

写真 奨励賞 螢火の宴 磯貝　光博 瀬戸市北山町

写真 奨励賞 終　点 野村　政明 江南市

写真 奨励賞 眼差し 田沼　紘一郎 瀬戸市萩山台

写真 奨励賞 「今を生きる」 河村　惠子 瀬戸市八幡台

写真 奨励賞 厳寒の朝 穴吹　博紀 春日井市

写真 奨励賞 里の春 長谷川　能文 春日井市

写真 奨励賞 冬のぬくもり 田﨑　健作 瀬戸市みずの坂

写真 奨励賞 気遣う 加茂　睦博 名古屋市守山区

写真 奨励賞 夏の終り 武田　英樹 瀬戸市城屋敷町

写真 奨励賞 激流と遊ぶ 林　信隆 瀬戸市北みずの坂

写真 奨励賞 新月の漁り火 山岡　廣海 小牧市

工芸美術 奨励賞 TATE・YOKO・№１ 新実　臣吾 瀬戸市道泉町

工芸美術 奨励賞 SORANI 阿部　千恵美 日進市

工芸美術 奨励賞 オーケストラ 山本　洋子 瀬戸市緑町

工芸美術 奨励賞 微笑み 谷口　千賀子 瀬戸市萩山台
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