
部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 8 美術展大賞 林 藤井　妙子 岐阜県各務原市

洋画 133 美術展大賞 軍艦島 Ⅲ 大藏　陸郎 名古屋市緑区

彫刻 312 美術展大賞 Nucleus Ⅳ 南木　公𠮷 岐阜県関市

陶芸 411 美術展大賞 粉引四方花器 鎌田　祐造 瀬戸市陶栄町

書道 504 美術展大賞 無　題 深津　啓香 豊田市

写真 707 美術展大賞 アート展にて 山田　幸哉 岩倉市

工芸美術 1016 美術展大賞 オペラハウス 加藤　守男 瀬戸市紺屋田町

部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 15 市長賞 流れの中で 嶋　千世子 一宮市

洋画 190 市長賞 青き蝶（予感編） 伊藤　智枝美 瀬戸市東拝戸町

彫刻 307 市長賞 対なる 今井　八重 名古屋市千種区

陶芸 407 市長賞 染付百合紋大皿 山下　郁恵 長久手市

書道 511 市長賞 秋日江居冩懐 松井　如粋 名古屋市天白区

写真 742 市長賞 渓流の美技 武田　功司 瀬戸市八幡町

工芸美術 1023 市長賞 桐塑胡粉仕上げ「一片雪」 板井　かよ子 瀬戸市萩山台
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部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 6 優秀賞 叢（くさむら） 伊藤　良夫 瀬戸市瘤木町

日本画 10 優秀賞 春の海 山田　久子 稲沢市

日本画 18 優秀賞 波　紋 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

洋画 101 優秀賞 放　水 福岡　克二 日進市

洋画 108 優秀賞 ２０世紀 藤井　源弘 瀬戸市松原町

洋画 116 優秀賞 並木道（ベルギー） 新保　盛康 名古屋市東区

洋画 124 優秀賞 乱　舞 川口　泰弘 尾張旭市

洋画 130 優秀賞 令和元年．猛暑日の街 伊藤　貞夫 瀬戸市東古瀬戸町

洋画 134 優秀賞 我が心の古郷風景 石田　辰弥 尾張旭市

洋画 150 優秀賞 ファンタジ－ 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 156 優秀賞 廃工場（Ⅱ） 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 170 優秀賞 夏の終り 後藤　君子 岐阜県多治見市

洋画 174 優秀賞 刻のかなた 佐藤　重代 瀬戸市松原町

洋画 180 優秀賞 堆積した時間 中山　昌明 岩倉市

洋画 183 優秀賞 瀬戸の風景 竹内　洋次 尾張旭市

洋画 188 優秀賞 雪どけの頃 近藤　幸子 名古屋市天白区

洋画 199 優秀賞 清　流 小牧市

洋画 211 優秀賞 雪どけのあとで 中村　恵美子 常滑市

彫刻 305 優秀賞 森の守り人 橋口　順一 みよし市

彫刻 313 優秀賞 裸　婦 示崎　麻紀 春日井市

陶芸 402 優秀賞 陶板　オブジェ 吉田　央 名古屋市名東区

陶芸 403 優秀賞 不朽の柱 判家　和宏 新城市

陶芸 405 優秀賞 牡丹文染付大皿 小島　久雄 瀬戸市高根町

陶芸 422 優秀賞 小さな森 向井　真璃子 瀬戸市陶原町

陶芸 423 優秀賞 壱師の花 ひが　直美 瀬戸市窯町

書道 501 優秀賞 骨法用筆 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

書道 510 優秀賞 雄飛乾坤 萩野　湖翠 日進市

書道 518 優秀賞 詠懐古跡五首 出原　香蘭 日進市

写真 704 優秀賞 上演中 宮田　敏正 名古屋市緑区

写真 710 優秀賞 飛　翔 山口　秀具 瀬戸市赤津町

写真 725 優秀賞 波上の舞 渡辺　照明 小牧市

写真 743 優秀賞 老人と羊 北保　悟郎 名古屋市中区

写真 745 優秀賞 賑わい 鈴木　敏秋 豊明市

写真 746 優秀賞 珍しい出会い 加藤　忠洋 長久手市

写真 754 優秀賞 ガルウィング 大場　浩之 春日井市

写真 759 優秀賞 バトル 籠橋　定省 春日井市

写真 760 優秀賞
まけない

―復興の村の子ども・ネパ－ル大地震―
山田　隆幸 春日井市

写真 766 優秀賞 大自然 渡邉　とみ子 名古屋市守山区

写真 769 優秀賞 怪奇な森 神戸　直之 小牧市

写真 776 優秀賞 鍛　錬 田中　好和 瀬戸市萩山台

写真 791 優秀賞 おんぶバッタ 竹原　健 瀬戸市八幡台

写真 796 優秀賞 威勢よく 山田　徹 瀬戸市大坂町

写真 802 優秀賞 気持ちいいなぁ 田中　靜香 岐阜県多治見市

写真 812 優秀賞 Poker face 加納　絵美 瀬戸市水北町

写真 820 優秀賞 わんぱくざかり 武田　英樹 瀬戸市城屋敷町

写真 826 優秀賞 荒磯の落日 松葉　克彦 尾張旭市

工芸美術 1006 優秀賞 燃えよ、ねぶたの夏―悪鬼退治― 夏目　佳久 尾張旭市

工芸美術 1009 優秀賞 レイワ 寺田　勝美 瀬戸市弁天町

工芸美術 1012 優秀賞 遥かな海 小笠原　幾美 名古屋市千種区

工芸美術 1025 優秀賞 黄金の並木道 谷口　千賀子 瀬戸市萩山台



部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 11 奨励賞 蓮の詩―まほろばⅡ 伊豆野　法子 名古屋市名東区

日本画 14 奨励賞 いつもいっしょ 岡　節世 日進市

洋画 106 奨励賞 枕木散歩道 佐々　章 名古屋市名東区

洋画 119 奨励賞 四谷千枚田 荒木　和子 岐阜県羽島市

洋画 126 奨励賞 火吹く女 後藤　順一 名古屋市緑区

洋画 128 奨励賞 根（命） 村上　元彦 名古屋市天白区

洋画 137 奨励賞 白い街 伊佐治　清志 尾張旭市

洋画 155 奨励賞 印度古典舞踊 山田　皇 春日井市

洋画 157 奨励賞 想　い 浦川　勢子 尾張旭市

洋画 164 奨励賞 スペインにて 佐々木　啓允 名古屋市千種区

洋画 166 奨励賞 梅雨の花飾り 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 194 奨励賞 Night Party 馬場　千賀 名古屋市天白区

洋画 195 奨励賞 炎に挑む 山岡　陽子 小牧市

洋画 198 奨励賞 底に睦みて 大口　曽介 北名古屋市

洋画 201 奨励賞 刻 平田　章子 瀬戸市西吉田町

洋画 213 奨励賞 白いシャンパングラス 金子　貴典 愛知郡東郷町

洋画 217 奨励賞 石油プラントの朝 大地　鋼治 岡崎市

彫刻 301 奨励賞 望　郷 長屋　良佳 瀬戸市白坂町

彫刻 311 奨励賞 休日ひるさがり 野田　敏生 尾張旭市

陶芸 412 奨励賞 志野掛壺 斉藤　之康 豊田市

陶芸 414 奨励賞 青白磁器 加藤　守男 瀬戸市弁天町

陶芸 424 奨励賞 「歓喜」（ラグビ－ワ－ルドカップ） 河野　雅晴 瀬戸市東権現町

陶芸 426 奨励賞 流 本田　長𠮷 岡崎市

陶芸 433 奨励賞 廻 伊藤　航太 名古屋市緑区

書道 505 奨励賞 万葉仮名 澤井　純子 瀬戸市汗干町

書道 508 奨励賞 一鉢千家飯 笹本　菜月 瀬戸市萩山台

書道 519 奨励賞 令月気淑風和 冨田　満 瀬戸市上之山町

写真 706 奨励賞 水　面 三宅　利之 春日井市

写真 709 奨励賞 遊　泳 波多野　豊子 春日井市

写真 712 奨励賞 光と陰 玉置　宗邦 尾張旭市

写真 713 奨励賞 湖上の火宴 磯貝　光博 瀬戸市北山町

写真 722 奨励賞 見事なパフォーマンス 稲垣　一弘 春日井市

写真 723 奨励賞 激　走 谷口　紀正 瀬戸市さつき台

写真 728 奨励賞 猟　鳥 梶川　将 名古屋市守山区

写真 737 奨励賞 冬の訪れ 名倉　進 春日井市

写真 740 奨励賞 好奇心 酒井　香江子 小牧市

写真 748 奨励賞 黒倉田楽、赤鬼舞う。 林　信隆 瀬戸市北みずの坂

写真 751 奨励賞 飛　龍 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 770 奨励賞 深閑の滝 伊里　紀夫 瀬戸市西長根町

写真 784 奨励賞 静　寂 髙栁　静子 長久手市

写真 788 奨励賞 凛　凛 古賀　新也 瀬戸市原山台

写真 790 奨励賞 光の道 田﨑　健作 瀬戸市みずの坂

写真 806 奨励賞 瀬戸川の宝石 三浦　勝利 瀬戸市孫田町

写真 823 奨励賞 雲間からの贈りもの 前村　嘉治 春日井市

工芸美術 1010 奨励賞 里山集落の秋夕焼 熊澤　春枝 瀬戸市大坂町

工芸美術 1011 奨励賞 華 二宮　祐子 常滑市

工芸美術 1013 奨励賞 寄木でつくる壺 鈴木　强 豊田市

工芸美術 1022 奨励賞 立 Ichizo 名古屋市天白区


