
部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 13 美術展大賞 利尻島　－冬－ 山田　収 名古屋市瑞穂区

洋画 106 美術展大賞 寺の嫁入 福岡　克二 日進市

彫刻 306 美術展大賞 生命の残輝 長屋　良佳 瀬戸市白坂町

陶芸 425 美術展大賞 音　響 燕昇司　裕士 名古屋市天白区

書道 510 美術展大賞 吾師来東土 鈴木　游璃 瀬戸市萩山台

写真 726 美術展大賞 バトル 籠橋　定省 春日井市

工芸美術 1013 美術展大賞 Face2021 高畑　広基 瀬戸市今池町

部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 10 市長賞 待つ間 間宮　ゆき子 岐阜県多治見市

洋画 152 市長賞 贈り物 大浦　幸枝 瀬戸市窯元町

彫刻 307 市長賞 あたまハト 長井　貴弘 豊田市

陶芸 437 市長賞 大きい者の視点　小さい者の視点 山川　風香 瀬戸市新道町

書道 516 市長賞 江畔独歩尋花 松本　静鳳 日進市

写真 721 市長賞 波舞台に舞う 渡辺　照明 小牧市

工芸美術 1018 市長賞 連　山 玉置　嘉實 瀬戸市古瀬戸町
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部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 2 優秀賞 早　春 梶田　俊計 小牧市

日本画 12 優秀賞 雨上りの落日 奥村　日出夫 春日井市

日本画 16 優秀賞 愛ゆえに祈りを捧げる 戴　琳 名古屋市名東区

洋画 114 優秀賞 岩　礁 山形　栄三郎 名古屋市守山区

洋画 129 優秀賞 友　達 塚本　周一 尾張旭市

洋画 132 優秀賞 信号待ち 久野　加津代 瀬戸市東赤重町

洋画 134 優秀賞 仁和寺 水野　和弘 瀬戸市大坂町

洋画 135 優秀賞 窯　垣 平山　三枝子 瀬戸市品野町

洋画 144 優秀賞 （宇宙）地球上の人類が争っている時ではない！ 樋口　守 豊明市

洋画 155 優秀賞 砂丘に羽撃く 中條　國男 名古屋市守山区

洋画 158 優秀賞 ＦＡＣＥ 松永　和興 名古屋市守山区

洋画 163 優秀賞 蝉とわたし 伊藤　亜希 岩倉市

洋画 165 優秀賞 想い出の館 山岡　陽子 小牧市

洋画 177 優秀賞 馬の背洞門 安井　正志 小牧市

洋画 181 優秀賞 憩　う 浅井　弘美 尾張旭市

洋画 184 優秀賞 渓　流 石川　義樹 愛知郡東郷町

洋画 190 優秀賞 かたち 山本　修平 瀬戸市今林町

洋画 197 優秀賞 眼　差 楠山　こづえ 名古屋市緑区

彫刻 308 優秀賞 眠りの腑Ⅱ 四日　鹿 静岡県三島市

彫刻 310 優秀賞 女性像 示崎　麻紀 春日井市

陶芸 413 優秀賞 蘇生塊 判家　和宏 新城市

陶芸 415 優秀賞 紡ぐもの 今井　八重 名古屋市千種区

陶芸 419 優秀賞 五龍図 岡田　寧々 瀬戸市品野町

陶芸 424 優秀賞 還　る 小寺　花歩 瀬戸市上ノ切町

陶芸 426 優秀賞 始まりと終わりの始まり 松下　直史 瀬戸市陶原町

陶芸 447 優秀賞 ボクのナカミ 山路　悠佳 尾張旭市

書道 501 優秀賞 落　花 川口　夕蓉 みよし市

書道 505 優秀賞 自從別西天 中島　静鈴 瀬戸市八幡台

書道 517 優秀賞 わがやどの 宇都野　美代子 豊川市

書道 523 優秀賞 従軍行 小林　雅子 春日井市

写真 717 優秀賞 お持ち帰り 春日井　実太郎 春日井市

写真 719 優秀賞 フィッシュハンター 鵜飼　紀幸 瀬戸市西松山町

写真 720 優秀賞 樹氷の幻光 伊里　紀夫 瀬戸市西長根町

写真 729 優秀賞 大地にアート 磯村　誠 瀬戸市上本町

写真 748 優秀賞 時空を駆ける 山田　徹 瀬戸市大坂町

写真 749 優秀賞 マジックアワー 石井　啓喬 瀬戸市ふじの台

写真 752 優秀賞 消え行く瞬間 坂本　秀明 春日井市

写真 753 優秀賞 獅子の舞 武田　正樹 日進市

写真 756 優秀賞 ジュエリーアイス見守る 神戸　直之 小牧市

写真 771 優秀賞 シャボン玉の詩 梅田　光興 犬山市

写真 791 優秀賞 絶　照 澤木　幸造 名古屋市中村区

写真 797 優秀賞 生きる 佐野　安伸 尾張旭市

写真 800 優秀賞 聖なる光 佐竹　昇 小牧市

写真 802 優秀賞 願＝コロナ終息 藤田　百合子 尾張旭市

写真 805 優秀賞 美の通り 山田　茂樹 瀬戸市掛下町

工芸美術 1004 優秀賞 月　光 鈴木　洋二 西尾市

工芸美術 1011 優秀賞 筆　柿 後藤　順一 名古屋市緑区

工芸美術 1014 優秀賞 悠 藤塚　仁美 岐阜県不破郡垂井町

工芸美術 1025 優秀賞 ココロの道 崔　允靜 名古屋市名東区



部門 受付番号 賞 題名 氏名 住所

日本画 7 奨励賞 スペイン（カセレス） 棚橋　久子 名古屋市名東区

日本画 15 奨励賞 樹　陰 安藤　ムイ 瀬戸市塩草町

日本画 17 奨励賞 刻の記憶 大澄　孝子 春日井市

洋画 109 奨励賞 ボ　ス 水谷　久江 瀬戸市共栄通

洋画 112 奨励賞 京都の喫茶 村上　元彦 名古屋市天白区

洋画 123 奨励賞 緑の反映 岡屋　勘 春日井市

洋画 124 奨励賞 軍艦島のいま 西井　健 春日井市

洋画 127 奨励賞 高原（Ⅱ） 川口　泰弘 尾張旭市

洋画 128 奨励賞 朝日を浴びて 武田　功司 瀬戸市八幡町

洋画 142 奨励賞 自然遺産の森 坂井　邦広 小牧市

洋画 145 奨励賞 想　い 浦川　勢子 尾張旭市

洋画 166 奨励賞 それはとても繊細な 山上　佳子 瀬戸市矢形町

洋画 172 奨励賞 橋も朽ちて 藤本　一彦 尾張旭市

洋画 178 奨励賞 レマン湖畔 早川　瑛子 春日井市

洋画 183 奨励賞 追憶 love you forever 川合　敦子 瀬戸市萩殿町

洋画 189 奨励賞 窯垣の小径ギャラリー 杉山　幸博 瀬戸市北松山町

洋画 191 奨励賞 海辺の集落 園田　良子 名古屋市守山区

洋画 203 奨励賞 Cheerful Circus！ 野々山　綾乃 名古屋市千種区

彫刻 303 奨励賞 a prayer 原口　潔 瀬戸市元町

彫刻 311 奨励賞 薫　風 川上　堯由 知多市

陶芸 405 奨励賞 染付葡萄文大皿 山元　志朗 豊田市

陶芸 407 奨励賞 染付椿紋扁壺 小島　久雄 瀬戸市高根町

陶芸 414 奨励賞 小春日和 河野　雅晴 瀬戸市東権現町

陶芸 416 奨励賞 花菖蒲　（陶板俳画） 井上　玄之 瀬戸市北松山町

陶芸 428 奨励賞 潮　風 田中　恵子 豊田市

書道 512 奨励賞 行書詩箋 酒井　悠泉 みよし市

書道 513 奨励賞 医療従事者感謝応援 小島　経也 瀬戸市北山町

書道 525 奨励賞 汀洲無浪 長船　志保 尾張旭市

書道 528 奨励賞 冠 加藤　侑愛 瀬戸市はぎの台

写真 718 奨励賞 給水滑走（ハリオアマツバメ） 伊藤　惠三 名古屋市守山区

写真 723 奨励賞 お化粧直し 大西　三重子 春日井市

写真 728 奨励賞 水辺の競演 兼松　裕 岩倉市

写真 746 奨励賞 独　り 阿部　千恵子 名古屋市守山区

写真 747 奨励賞 春のうたごえ 加納　義一 瀬戸市はぎの台

写真 751 奨励賞 厳冬の糠平湖 加藤　譲 碧南市

写真 754 奨励賞 炎　舞 東　孝 瀬戸市品野町

写真 757 奨励賞 春を待つ 田中　静香 岐阜県多治見市

写真 761 奨励賞 恥ずかしい 宮嵜　己秋 尾張旭市

写真 762 奨励賞 瑠璃の絲 竹内　照和 日進市

写真 776 奨励賞 夜桜の坂道 田﨑　健作 瀬戸市みずの坂

写真 777 奨励賞 共　演 竹原　健 瀬戸市八幡台

写真 783 奨励賞 屋根葺きも終り 深谷　光 豊明市

写真 785 奨励賞 春風に乗って 水野　義己 名古屋市守山区

写真 789 奨励賞 エルシエス山（カッパドキア）を下に見て 三浦　由美子 瀬戸市孫田町

工芸美術 1003 奨励賞 二人で歩く散歩道（そっと支えて・・・） 熊澤　春枝 瀬戸市大坂町

工芸美術 1010 奨励賞 ＳＯＲＡＮＩ 阿部　千恵美 日進市

工芸美術 1016 奨励賞 寄Ｇ細工2022 新実　臣吾 瀬戸市道泉町

工芸美術 1022 奨励賞 飾り行燈 伊藤　留四郎 瀬戸市品野町


