
部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 2 美術展大賞 雪の落合公園（春日井市） 奥村　日出夫 春日井市

洋画 130 美術展大賞 木曽の秋物語 浦野　康男 日進市

彫刻 307 美術展大賞 女の子の像 示崎　麻紀 春日井市

陶芸 446 美術展大賞 息吹き 小森　明枝 みよし市

書道 507 美術展大賞 狐鶴摩九霄 中島　静鈴 瀬戸市八幡台

写真 737 美術展大賞 情　景 水野　富子 名古屋市守山区

工芸美術 1030 美術展大賞 イルカ 林　達夫 名古屋市熱田区

部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 3 市長賞 大山を望む 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 131 市長賞 インドサイ 松永　和興 名古屋市守山区

彫刻 302 市長賞 Peace of mind（やすらぎ） 髙松　幸恵 名古屋市守山区

陶芸 416 市長賞 望 伊藤　航太 名古屋市緑区

書道 516 市長賞 小川未明の詩 犀川　定伸 豊田市

写真 778 市長賞 粉まみれ 濱田　修 豊明市

工芸美術 1002 市長賞 初冬の貴船神社 今枝　美千代 名古屋市中村区

第７５回瀬戸市美術展　入賞者一覧



部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 6 優秀賞 いのち 土屋　眞澄 瀬戸市

日本画 19 優秀賞 羽やすめ 和泉　朱美 名古屋市天白区

日本画 20 優秀賞 湖畔のほとり 酒井　宏之 日進市

洋画 107 優秀賞 モロッコ 宮田　美恵子 名古屋市東区

洋画 116 優秀賞 いただき 武田　功司 瀬戸市

洋画 119 優秀賞 蓮 児玉　正人 瀬戸市

洋画 121 優秀賞 泥中の蓮 出口　大作 尾張旭市

洋画 124 優秀賞 矢田川河川敷 羽根田　仲司 尾張旭市

洋画 143 優秀賞 待機中 園田　良子 名古屋市守山区

洋画 152 優秀賞 縄文の時　〔風Ⅰ〕 小池　一三 名古屋市天白区

洋画 179 優秀賞 灯台に続く道 織田　誠 瀬戸市

洋画 181 優秀賞 サイレントピリオド 安藤　ムイ 瀬戸市

洋画 188 優秀賞 せと銀座通り商店街 杉山　幸博 瀬戸市

洋画 190 優秀賞 渓　声 石川　義樹 愛知郡東郷町

洋画 197 優秀賞 オルゴール 金子　貴典 愛知郡東郷町

洋画 205 優秀賞 淡い光のヴィーナス 山上　佳子 瀬戸市

彫刻 308 優秀賞 トリトン 髙賀茂　和孝 名古屋市名東区

陶芸 403 優秀賞 白磁掻落し花器 村口　早苗 名古屋市昭和区

陶芸 411 優秀賞 染付一珍珍獣五皿 岡田　寧々 瀬戸市

陶芸 427 優秀賞 天海月 中山　亜美 尾張旭市

陶芸 438 優秀賞 海の声 小倉　智子 名古屋市西区

陶芸 447 優秀賞 彫込花器 斉藤　之康 豊田市

陶芸
449

優秀賞 共生世界と強制世界 水野　守
岐阜県加茂郡八百津

町

書道 506 優秀賞 良寛詩 門松　浩子 愛知郡東郷町

書道 509 優秀賞 さつきまつ 宇都野　美代子 豊川市

書道 510 優秀賞 望泰川 小林　雅子 春日井市

書道 525 優秀賞 梅堯臣詩　「詩癖」 三浦　邑香 瀬戸市

写真 709 優秀賞 我ら九兄弟 春日井　実太郎 春日井市

写真 714 優秀賞 上高地の星影 磯貝　光博 瀬戸市

写真 716 優秀賞 金沢雪の茶屋街 浅見　信夫 尾張旭市

写真 725 優秀賞 慈悲の心 澤田　雅子 名古屋市千種区

写真 726 優秀賞 異空間 矢野　良子 あま市

写真 733 優秀賞 光 三明　昭男 豊明市

写真 736 優秀賞 モンスターパレード 磯村　誠 瀬戸市

写真 738 優秀賞 追　憶 阿部　千恵子 名古屋市守山区

写真 749 優秀賞 飛　翔 田中　静香 岐阜県多治見市

写真 751 優秀賞 冬の色 若杉　茂 尾張旭市

写真 779 優秀賞 ジャンクション 棚瀬　修 名古屋市名東区

写真 785 優秀賞 競　演 水谷　恒夫 一宮市

写真 788 優秀賞 山仕事ネパリ 山田　隆幸 春日井市

工芸美術 1004 優秀賞 ティラノサウルス 石橋　智代 東海市

工芸美術 1012 優秀賞 お祭りを盛り上げる子供と父兄 山敷　光昭 豊明市

工芸美術 1013 優秀賞 童　舞 板井　かよ子 瀬戸市

工芸美術 1015 優秀賞 寄せG細工　2022 新実　臣吾 瀬戸市



部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 8 奨励賞 崖っぷち 小田井　肇 名古屋市緑区

日本画 15 奨励賞 棚　田 来原　政志 みよし市

日本画 18 奨励賞 陶土採掘場 西脇　養吉 瀬戸市

洋画 101 奨励賞 戸越えの一本橋 藤本　一彦 尾張旭市

洋画 110 奨励賞 イスタンブール歴史地区（トルコ） 稲垣　鬨雄 名古屋市守山区

洋画 114 奨励賞 いこいの時と笹船 尾関　古四郎 瀬戸市

洋画 147 奨励賞 いつか見たような 吉田　ミツコ 名古屋市守山区

洋画 151 奨励賞 瀬戸　大目神社 兼村　明日香 瀬戸市

洋画 154 奨励賞 Composition 小原　きぬ子 豊橋市

洋画 158 奨励賞 燦燦　（さんさん） 伊藤　昌治 瀬戸市

洋画 172 奨励賞 竹薮の小径 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 178 奨励賞 憩 家木　幸一 豊川市

洋画 182 奨励賞 この夏の終り 後藤　君子 岐阜県多治見市

洋画 195 奨励賞 輝　光 馬場　千賀 名古屋市天白区

洋画 213 奨励賞 となり村のお祝いに 山田　貞子 春日井市

洋画 216 奨励賞 Liability 川合　敦子 瀬戸市

彫刻 304 奨励賞 微　笑 川上　堯由 知多市

彫刻 305 奨励賞 炎　夏 西川　久雄 名古屋市熱田区

陶芸 407 奨励賞 Great Spirit 判家　和宏 新城市

陶芸 412 奨励賞 鶏/鶏/鶏 木村　功 瀬戸市

陶芸 413 奨励賞 青磁シダ文皿 鎌田　祐造 瀬戸市

陶芸 423 奨励賞 染付菖蒲文皿 城下　展代 尾張旭市

陶芸 425 奨励賞 内なるもの 加藤　岬 名古屋市南区

陶芸 434 奨励賞 風 中岡　佑嘉 瀬戸市

書道 512 奨励賞 秋　興 前野　秋豊 みよし市

書道 514 奨励賞 風煙節物 長船　志保 尾張旭市

書道 517 奨励賞 尋馬山人不遇 川口　夕蓉 みよし市

書道 523 奨励賞 缶廬詩翰 大橋　銛彦 日進市

写真 706 奨励賞 夜明け 伊藤　惠三 名古屋市守山区

写真 715 奨励賞 ママカメラマン 三浦　保秋 尾張旭市

写真 718 奨励賞 明治の遺構今に残す(愛岐トンネル) 玉置　宗邦 尾張旭市

写真 743 奨励賞 初夏の賑わい 山田　徹 瀬戸市

写真 748 奨励賞 風のいたずら 森下　孝義 日進市

写真 760 奨励賞 宇宙への扉 小林　義孝 瀬戸市

写真 765 奨励賞 威　嚇 神戸　直之 小牧市

写真 766 奨励賞 真夏の夕暮れ時に・・ 水野　久芳 瀬戸市

写真 777 奨励賞 水面の彩 丹羽　武司 江南市

写真 789 奨励賞 東雲に翔ぶ 白井　通夫 名古屋市千種区

写真 790 奨励賞 煌めく鉄路 山岡　廣海 小牧市

写真 798 奨励賞 悠　泳 河村　惠子 瀬戸市

写真 801 奨励賞 大物ゲット 加藤　譲 碧南市

工芸美術 1026 奨励賞 光 加藤　遥 瀬戸市

工芸美術 1028 奨励賞 創 藤塚　仁美 岐阜県不破郡垂井町

工芸美術 1031 奨励賞 陶の町 谷口　千賀子 瀬戸市

工芸美術 1035 奨励賞 ベジタブル 谷口　茂春 新城市


