
 

「第 5回 Art Exhibition瀬戸内大賞」入選作品について 

令和 2年 3月 10日 

 

 一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催する「第 5回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」につきまして、入賞者およ

び入選者が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1.入賞者・入選者（敬称略 五十音順） 

 

グランプリ（1点） 

07：13 森内 謙 

 

金賞（1点） 

昭和・平成-記憶の風化 水嶋 早樹 

 

銀賞（2点） 

呉を歩く 巽 明理 

カクゴノカタチ 深田 佳心 

 

銅賞（4点） 

彷徨う ひとがた達 池田 睦代 

訪春 加藤 美代子 

下蒲刈島の櫂伝馬 戯レ蝦蟇 

藍色工場群 Monzo渡邉 

 

奨励賞（23点） 

永い永い不在 浅田 祐加 

この森に生きむ。 井岡 義朋 

富士山と江戸時代の庶民の暮し 乾 徹 

赤と黒 猪原 祥行 

SHOW WINDOW 大形 久典 

私の部屋 河下 博子 

夏の久万高原 國安 建司 

薄雲の夢 粂 柚希 

今年のひまわり 河野 とみ子 

明鏡止水 小竹 正治 

刻 佐熊 晃 

自画像 砂田 晃良 

御手洗の町並 川后 久美子 

竜宮へ 田辺 治通 

無常は春の花 佃 静聞 



蒲公英 辻 彩月 

賞文堂（柳井） 土井 忠明 

喝 2019 藤田 満寿己 

密談 星加 哲男 

望 正守 荘志 

囲う鳥 松村 和子 

LOVE  FOOTBALL 松本 茉唯弥 

ブルームーン 目賀 知義 

 

入選作品（60点） 

あなたのまち 朝平 敬香 

時 荒谷 利恵 

銀葉の樹 井口 玲菜 

遠望 鞆の浦 池田 隆之 

ノウゼンカズラの宇宙 市川 賢次 

瀬戸の海 伊藤 卓爾 

記憶 上本 佳奈 

青空のもとに 宇根本 啓美 

NAMI 岡田 睦生 

一隅 小川 進 

深 小川 唯史 

寄添う 小野 平治 

静物（青ボトル/マグカップ/果物など） 加藤 宣也 

白壁の町にある廃屋 加良 哮 

天の青さ 川西 梨央 

青いパンツの人 河部 光恵 

千畳閣にて 川本 昌亮 

輪廻 栗原 幸子 

原風景 河内 貴実子 

思い出 ベイサイドビーチ坂 小林 眞壽美 

くれ 坂本 敏行 

木漏れ日 下光 康洋 

命と愛の讃歌 清水 美佐子 

海面に映える社殿 新庄谷 務 

映ろい 末村 幸子 

あぁーきもちいい 杉田 鈴子 

凪 髙田 加ツ美 

瀬戸は夕暮れ 鷹取 直幸 

朝のキッチン 竹中 薫子 

ごはんの時間 谷口 愛美 

五行 千田 禅 

五月の花 坪島 輝明 



          

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.作品展 

新型コロナウイルスの感染防止対策のため、3月 19日（木）～22日（日）に呉市立美術展にて開催を 

予定しておりました美術展は中止とさせていただきます。 

以 上 

ピカドン・佇む少女（Ｓ） 中垣 満 

帰港 中川 晴子 

静寂の光 中曽 始 

ハナキリン（花麒麟） 中塚 幸子 

休息 中原 萌々華 

醤油樽 中村 八重子 

白い花 西川 康子 

思い出 西田 和生 

生（き）-擁護 根木 達展 

鯛乃宮神社獅子の「舞子」 橋本 奈保美 

牛骨とランプ 畠山 三知 

心の旅 濵本 和雄 

見ているより行動しよう！ 原田 香代子 

撫でる指手 原田 智憲 

Wisdom 檜垣 雅子 

老いて尚、働く時を待つ 東 睦浩 

The Fields Of Joy 平石 ペレット 

五剣山と精霊たち 藤岡 篤 

アルルの街（フランス） 藤田 頼夫 

曼珠沙華 星井 由美子 

岳 前田 禮子 

My favorite space 美野 りえ 

エストニアは明日も晴れ 元村 太一郎 

夕ぐれ 森岡 勇二 

蔦・呉史料館 保田 紀明 

勇者たちⅡ 山下 和彦 

尾道を見守る阿弥陀三尊像（磨崖仏） 山野 正寿 

あの日のかがやき 横林 明 


