
 

「第 6回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

令和 3年 2月 26日 

 

一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催した 「第 6回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」につきまして、受賞者お

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。なお、受賞作品・入選作品につきましては、呉市

立美術館にて令和 3年 3月 4日（木）～7日（日）に展示いたします。 

 

記 

1.受賞者・入選者（敬称略 五十音順） 

 

グランプリ（1点） 

山野 清子 これから 

 

金賞（1点） 

安森 逸男 炉 

      

銀賞（2点） 

伊藤 卓爾 デルタの朝 

木原 健志郎 Sandpit 

 

銅賞（4点） 

佐熊 晃 忘れられたもの 

田坂 素惠子 水辺のハンター 

星加 哲男 ある風景・2021 

森野 美里 有りの儘なんてみせらんないよ 

 

奨励賞（23点） 

井上 咲香 杳杳たるひと 

大田 玲子 空も飛べるはず 

加藤 宣也 出雲の獅子岩（磯辺） 

加藤 真理 良きことを預かりましょう 

川本 昌亮 絵馬と千畳閣 

鬼頭 純平 Dreamer B 

木原 幸志郎 Shapes 

齋藤 則夫 逆光 

坂本 敏行 呉港 

竹田 ひかり 月夜の神秘 

西村 不可止 IT2021 

西本 亜子 主を待つ 

西山 友葉 太田川 

根木 達展 生（き）-擁護 

藤田 満寿己 大地よ 



藤原 晋 RESONANCE 

正守 荘志 工場萌え 

美野 りえ Early summer 

籾井 加代子 ある午後の日 

森岡 勇二 バス停 

森田 慧 バシリー聖堂 

Monzo 渡邉 Setouchi  Blue  Waves 

𠮷村 織那 土の輝 

 

入選作品 

青木 智哉 靭帯損傷 

浅田 祐加 忘れたままの時間 

麻野 瞳 僥倖のかたち 

朝平 敬香 うつろうもの 

安藤 泰子 半球ミラーに映る人 

井岡 義朋 森の歌 

池田 隆之 遠望 鞆の浦 

上田 正紀 海近き風景 

宇根本 啓美 愛の大河 

大津 かおり 汐待ち 

岡田 滿 浜辺の夫婦 

小川 唯史 華炎 

加藤 美代子 萬寿果 

上敷領 美津枝 めくるめく 

川崎 巧 華ノチカラ 

河下 博子 私の部屋 

河部 光恵 女子大生 

北川 雅博 暮れゆく港 

國安 建司 呉湾・絶景 

古浦 祐子 赤い街 

小笹 和子 コテージ・ガーデンー深ー 

小林 眞壽美 落葉の道 

是永 昭宏 りんね 

齋藤 香織 邂逅 

繁村 敬子 今治城 冬 

下光 康洋 Dawning 

篠原 正太郎 LIFE 

下向 萌加 下向 萌加 

菅江 玲子 花と戯れ 

鷹取 直幸 芙美子の部屋 

竹広 国敬 炸裂（核兵器廃絶へ） 

竹本 麻紀 green curtain 2019・9 



田邉 治通 トモニイキテ 

辻 彩月 焦がれる 

中山 冴子 Sanctuary(Gate) 

鳴海 愛子 ＲＥＩＷＡ－光－ 

西田 美優樹 光焔 

林 陽詩 のすたるじあ 

東山 翼也 春宵 

平田 真弓 造花 No.2  

広川 ツヤコ 真実とは？ 

福家 佳則 イタリア南部の丘の街 

藤井 満恵 白いタンクの有る街 

舩石 守郎 ベートーべン「クロイツェルソナ

タ」を聴きながら 

政田 紗希 月経 と まどろみ 

増田 祐司 海辺の街の記憶 2 

増原 百花 標本Ⅰ 

益原 礼子 無音の街 

松浦 皆子 のどかな春の日 

松岡 恵子 繭になる 

松村 和子 sun flower ・ blue 

松本 尚美 お外が気になる… 

丸川 裕世 残照 

水嶋 早樹 人間文明の行く末 

水中 蘭 フォーカス 

宮地 真里 生き抜こう母 103歳 

村田 やよい 小鳥 

森内 謙 無題 

矢島 耕平 BLUE ア BLOOD 

保田 紀明 高炉・日鉄呉 

柳井 思乃 Rebirth to clean 

山下 和彦 勇者たち～憩 

山下 喜代女 坐るひと 

山田 春華 好奇心 

渡部 イツ子 赤白黄の競演 

 

2.作品展   

展示場所 呉市立美術館 2階展示室 

展示期間 令和 3年 3月 4日（木）～7日（日） 午前 10時～午後 4時 30分 

※最終日は、午前 10時～午後 3時 30分 

展示作品 受賞作品 31点、入選作品 65点 

 

以 上 


