
 

「第 7 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

令和 4 年 2 月 24 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 4 年 3 月 3 日（木）～6 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） 

平島 久子 波紋 

 

金賞（1 点） 

田中 佐知男 LUNE ～月波～ 

      

銀賞（2 点） 

作谷 美菜 ゼロ 

新庄谷 務 農家の一隅 

 

銅賞（4 点） 

遠藤 勇 「8.6」鎮魂の祈り・灯火に託す 

小林 隆之 明日への肖像（心の花） 

野崎 順子 雪あそび 

吉原 育恵 記憶 

 

奨励賞（24 点） 

安藤 涼子 黄色いドレス 

飯島 小雪 証明図画 

井岡 義朋 砂の城 

井上 咲香 prominence 

猪原 祥行 雁木のある船宿 

加藤 宣也 里山の納屋（みよし野） 

加藤 美代子 綿花 

木太 裕美 背くらべ 

坂本 敏行 港町「くれ」 

田坂 素惠子 檻の中で 

田辺 治通 CLOUD SUMMER 

中部 安梨 彩る 

根木 達展 生（き）－擁護 

畠山 三知 再生 

東 睦浩 這い上がる 

福原 浩美 青く白い 



藤田 満寿己 Fadeaway 

藤原 晋 Short Straight Lines 

星加 哲男 天蓋の華 

正守 荘志 帰去来 

籾井 加代子 女優 

Monzo 渡邉  Graffiti NY 

山口 敏行 マスクをつけるために 

山野 清子 これから 

 

入選作品（73 点） 

石﨑 将浩 復興に踏み出す 

石原 ヒトミ 白い季 

伊豆 勝敏 森の詩 

伊藤 卓爾 瀬戸の源流 

伊藤 毅 厳島 

井上 和樹 釣人 

今田 浩基 にゃんち トピックス 

浮森 夕菜 明日のゆくえ 

枝廣 蒼衣 カメラマン 

大洲 さくら 17 歳 

岡田 滿 海がなりわい 

岡田 睦生 WAVE 

小川 唯史 昇 

隂山 明枝 地 

片山 幹雄 時を刻み其処に在る 

上敷領 美津枝 ノスタルジー 

鬼頭 純平 今を生きる 

國安 建司 雨上がりの午後 

小竹 正治 静謐 

佐熊 晃 砕石場跡 

佐々木 俊明 緑の谷から 

戯レ蝦蟇 茜色に染まる呉港 

宍戸 啓 Blue 

城本 満弘 造船所の町 

新川 直行 おかえりモネ 

末永 文治 山道 

鈴木 しとし 銀杏木風景 

田尾 芳枝 木漏れ日の散歩道 

高井 杏珠 みつけた 

髙田 加ツ美 乗ってかない？ 

髙谷 大史 ひとまず、お疲れ様でした。 

鷹取 直幸 瀬戸の港町 



竹田 ひかり 五行の恵み 

竹広 国敬 生ましめんかな（核兵器廃絶） 

竹本 麻紀 green curtain 2021 

千田 禅 土偶肖像 

椿野 聖梨 流れ落ちる光 

坪島 輝明 白いさざんか 

土井 忠明 砕石工場 

中塚 幸子 豌豆「えんどう」 

中林 昭策 マテーラ遠望 

中村 柊輔 奇しく燃える 

中村 芳恵 猫の宇宙 

西田 美優樹 明日へ 

西村 不可止 ＩＣＴ2022 

西本 亜子 引き潮の神秘 

西森 康夫 影と光 

張本 航 労働 

平石 ペレット Step Right Up 

藤田 恵梨子 motoyasu  river 

藤登 祐二 帰郷 

政岡 セツオ 楽語Ⅰ 

松浦 皆子 命 

松岡 恵子 成長と感謝 

松村 和子 春の祝賀 

松本 尚美 追懐 

三木 浩太朗 天空の道 

三島 忍 2022 VOICE 

水嶋 早樹 未来の記憶 

美野 りえ 遠い記憶 

宮本 真理子 2021 

三好 千世子 青い綻び 2022 

森岡 勇二 疫病退散 

森田 慧 秘密の花園 

森野 美里 つばを広げて、僕は君の随に 

矢島 志平 Satisfaction 

安森 逸男 想 

大和 啓子 ロマンティシズム 

山本 俊子 千紫万紅 

山本 菜見子 一緒にあそぼ！ 

渡邉 重子 始祖鳥の憂鬱～その一歩は進化なのか？ 

渡辺 敏子 彩花 

渡邊 春花 午後 4 時 

 



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 4 年 3 月 3 日（木）～6 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 105 点（受賞作品 32 点、入選作品 73 点） 

 

以 上 


