
部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 18 美術展大賞 黄金の時 吉原　柚花 瀬戸市南山町

洋画 165 美術展大賞 クジャクサボテン咲く 中村　恵美子 常滑市

彫刻 313 美術展大賞 夢の果て 鈴木　涼平 長久手市

陶芸 434 美術展大賞 ガ－ゴイル 木野　乃り恵 一宮市

書道 506 美術展大賞 いとせめて 岡田　洋美 知立市

写真 796 美術展大賞 ゆうどき 水野　朝光 名古屋市守山区

工芸美術 1029 美術展大賞 山　景 石川　芳子 丹羽郡扶桑町

部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 2 市長賞 Birds 磯畑　みか 日進市

洋画 127 市長賞 第１楽章変ロ長調作品93 鈴木　孝治 豊橋市

彫刻 301 市長賞 迷宮2020 菅原　光則 岐阜県山県市

陶芸 417 市長賞 染付烏瓜鉢 豊田　くみこ 瀬戸市品野町

書道 511 市長賞 無題　八月十六日 萩野　知華江 日進市

写真 731 市長賞 星空に舞う 前村　嘉治 春日井市

工芸美術 1016 市長賞 千年の孤独「耀」 Ichizo 名古屋市天白区
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部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 5 優秀賞 渓谷の秋ー 川井　庸弘 岐阜県可児市

日本画 7 優秀賞 未来へ 山田　収 名古屋市瑞穂区

洋画 101 優秀賞 奉　祝 福岡　克二 日進市

洋画 102 優秀賞 フラメンコ 塚本　周一 尾張旭市

洋画 104 優秀賞 桜の東谷山 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 105 優秀賞 北欧の街並み 稲垣　鬨雄 名古屋市守山区

洋画 108 優秀賞 まだまだ現役 加藤　裕子 小牧市

洋画 111 優秀賞 それでも生きる 森田　俊郎 瀬戸市池田町

洋画 122 優秀賞 ３密のシルエット 伊藤　豊子 名古屋市守山区

洋画 128 優秀賞 holiday 小玉　君子 豊川市

洋画 142 優秀賞 夕映えの道 近藤　幸子 名古屋市天白区

洋画 148 優秀賞 時を紡ぐ 中山　昌明 岩倉市

洋画 155 優秀賞 舟　寄 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 174 優秀賞 春の調 久野　加住代 瀬戸市東赤重町

洋画 177 優秀賞 城址のカンナ 村上　元彦 名古屋市天白区

洋画 200 優秀賞 ポアンカレに問う。 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

洋画 202 優秀賞 瀬戸のデ－トスポット 浅井　順子 瀬戸市八幡台

洋画 210 優秀賞 太古の洞窟 山岡　陽子 小牧市

彫刻 314 優秀賞 語り得ぬ状況 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

彫刻 315 優秀賞 竜の眼光 橋口　順一 みよし市

陶芸 423 優秀賞 紫　煙 丹羽　一尊 岐阜県多治見市

陶芸 429 優秀賞 オニキス 辻口　諒路 瀬戸市窯神町

陶芸 431 優秀賞 父へ捧ぐ 杉浦　晶子 瀬戸市東権現町

陶芸 437 優秀賞 土　豪 秋田　響希 瀬戸市品野町

陶芸 438 優秀賞 泡沫　-UTAKATA- 安藤　美和 名古屋市守山区

書道 502 優秀賞 一鉢千家飯 中島　静鈴 瀬戸市八幡台

書道 518 優秀賞 光風霽月 市川　佳泉 瀬戸市東赤重町

書道 522 優秀賞 百人一首のうた 髙木　由紀江 名古屋市名東区

写真 717 優秀賞 厳冬の自然湖 春日井　善之 名古屋市瑞穂区

写真 720 優秀賞 波上の舞 渡辺　照明 小牧市

写真 724 優秀賞 夜明けのア－ト 星野　行史 名古屋市千種区

写真 736 優秀賞 森の妖精 伊藤　哲郎 岐阜県多治見市

写真 758 優秀賞 光るオブジェ 丹羽　武司 江南市

写真 764 優秀賞 大ジャンプ 稲垣　一弘 春日井市

写真 766 優秀賞 追　う 加藤　孝 瀬戸市松原町

写真 767 優秀賞 にわか雨 安藤　年孝 春日井市

写真 769 優秀賞 格　闘 大場　浩之 春日井市

写真 770 優秀賞 乱舞の軌跡 酒井　香江子 小牧市

写真 777 優秀賞 紋（猿）次郎です・・・ 古田　修 春日井市

写真 783 優秀賞 刹　那 江尻　芳子 日進市

写真 787 優秀賞 刀魂注入 山田　徹 瀬戸市大坂町

写真 792 優秀賞 溶解変化 谷本　和彦 日進市

写真 814 優秀賞 竜神疾走 山岡　廣海 小牧市

写真 817 優秀賞 うだつの灯り 長谷川　能文 春日井市

工芸美術 1006 優秀賞 無　題 豊田市

工芸美術 1007 優秀賞 記憶の一片 横井　都 高浜市

工芸美術 1012 優秀賞 凝　想 岩月　睦美 豊田市

工芸美術 1030 優秀賞 応　揚 浦野　日臣 豊田市

工芸美術 1034 優秀賞 煌 小笠原　幾美 名古屋市千種区



部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 14 奨励賞 せつな 丹羽　小織 瀬戸市宮地町

日本画 19 奨励賞 葉　音 岡　節世 日進市

洋画 118 奨励賞 Memory 髙木　房枝 名古屋市瑞穂区

洋画 119 奨励賞 ほほえみと緊張 西井　健 春日井市

洋画 131 奨励賞 自然からの惠み 加藤　楠子 瀬戸市西谷町

洋画 138 奨励賞 ポルトガル眺望 新保　盛康 名古屋市東区

洋画 144 奨励賞 初夏の光 髙松　久美子 瀬戸市北山町

洋画 158 奨励賞 よっ（竜虎） 山田　修一 瀬戸市東拝戸町

洋画 161 奨励賞 競　演 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 166 奨励賞 そぶり 東　照朗 尾張旭市

洋画 171 奨励賞 静かな歓迎 安河内　貴之 瀬戸市西本町

洋画 176 奨励賞 カシワバ　アジサイ 粥川　眞紀子 尾張旭市

洋画 178 奨励賞 五条川 小牧市

洋画 194 奨励賞 勁　草 楠山　こづえ 名古屋市緑区

洋画 198 奨励賞 奔　滝 藤本　一彦 尾張旭市

洋画 203 奨励賞 あいすくりーむろんぎ 石原　美智子 瀬戸市ふじの台

洋画 206 奨励賞 道化師の詩 佐藤　重代 瀬戸市松原町

洋画 209 奨励賞 アナベルとトゥシュ－ズ 細田　梨花子 長久手市

彫刻 308 奨励賞 途 西川　久雄 名古屋市熱田区

彫刻 312 奨励賞
傷を負ったあの日

（震災にて、どん底に落ちた悲しみを想う）
長屋　義道 名古屋市緑区

陶芸 402 奨励賞 祥瑞大鉢 山元　志朗 豊田市

陶芸 413 奨励賞 終わりと始まり 松下　直史 瀬戸市陶原町

陶芸 421 奨励賞 縁は黒紅 ひが　直美 瀬戸市窯町

陶芸 440 奨励賞 花　瓶 岡崎市

陶芸 441 奨励賞 RUTEN（流転） 伊神　生雄 豊明市

書道 503 奨励賞 賞華釣魚 松原　忠勝 瀬戸市西谷町

書道 505 奨励賞 月のみや・・・ 遠藤　里美 知立市

書道 510 奨励賞 哀江頭 出原　香蘭 日進市

写真 702 奨励賞 サハラ砂漠の夜明け 玉置　宗邦 尾張旭市

写真 715 奨励賞 鮎ゲット 籠橋　定省 春日井市

写真 723 奨励賞 オイカワゲット 加藤　忠洋 長久手市

写真 729 奨励賞 ファンタジー 松岡　勇 名古屋市西区

写真 733 奨励賞 自然の美 小島　幸雄 小牧市

写真 734 奨励賞 バトル 鈴木　敏秋 豊明市

写真 737 奨励賞 煌めく天地 吉野　徹 春日井市

写真 739 奨励賞 早朝の通勤 濱田　修 豊明市

写真 743 奨励賞 鳥羽の火祭り 田﨑　健作 瀬戸市みずの坂

写真 754 奨励賞 神　苑 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 759 奨励賞 仲良し夫婦 名倉　進 春日井市

写真 774 奨励賞 露店商 瀬古　和行 名古屋市昭和区

写真 801 奨励賞 流木で遊ぶ（ヤマセミ） 竹原　健 瀬戸市八幡台

写真 804 奨励賞 ソ－シャル・グル－ミング 浅野　義昭 瀬戸市進陶町

写真 813 奨励賞 寒風/残り柿 長尾　千恵子 名古屋市守山区

写真 819 奨励賞 静寂のとき 藤田　百合子 尾張旭市

工芸美術 1013 奨励賞 COTABOにて 高畑　広基 瀬戸市今池町

工芸美術 1014 奨励賞 夢　幻 藤塚　仁美 岐阜県不破郡垂井町

工芸美術 1015 奨励賞 文　様 松浦　勝子 名古屋市中川区

工芸美術 1027 奨励賞 指揮者　ちゅう太郎 伊藤　泰弘 尾張旭市

工芸美術 1031 奨励賞 登竜門 安藤　英治 岐阜県瑞浪市


