
 

「第 8 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

令和 5年 2月 22 日 

 

一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催した 「第 8 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 5年 3月 2 日（木）～5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） 

井上 咲香 さらわれた声 

 

金賞（1 点） 

小川 公久 巡る四季 

      

銀賞（2 点） 

小林 隆之 6月の風（追想） 

西本 富雄 薫り 

 

銅賞（4 点） 

津川 純子 風の鳴る日 

西本 亜子 天狗岩より 

野中 桂子 夜明け 

濱﨑 そよか 仰ぐ 

 

奨励賞（24 点） 

伊藤 卓爾 瀬戸の源流 

大隅 悠湖 元気な 83歳 

尾崎 博志 浸透する記憶 

香川 凪 she is 

隂山 明江 他 

加藤 宣也 出雲の獅子岩（海辺） 

加藤 美代子 八重山の蝶々 

川崎 巧 アレイ からすこじま Ⅳ 

鬼頭 純平 RUNWAY 

先川 浩史 熊鷹 

竹田 ひかり 招福の兆し 

竹本 麻紀 いろ、いろ ５ 

西川 康子 平和を奏でて 

根木 達展 生（き）～春動 

藤田 健一 凪の夕景 



           

藤野 陽平 亀山橋から展望台へ 

星加 哲男 輪廻 

正守 荘志 盛春 

松浦 皆子 晩秋 

美野 りえ 優しい時間 

森岡 勇二 秋の音戸 

矢野 莊一郎 オニバスの池 

渡辺 敏子 彩花 

渡辺 百樹 高原に朝 

 

 

入選作品（７４点） 

麻野 瞳 変身 

有澤 勇太 fighter 

安道 隆之 清盛塚と音戸大橋 

安藤 涼子 風景 

石岡 洋三 豊穣の秋 

伊藤 毅 監視 

猪原 祥行 坂道を登ると・箱庭 

今田 浩基 薬師如来坐像 

上岡 悠凪 尾道～夏の風景～ 

大田 玲子 ねえ,君の世界はどんな色が見えてるの？ 

大吉 幸子 チャレンジ（あやつり人形） 

岡 英幸 呉湾の夕 

岡田 和利 信州の春＠松本市弘法山古墳 

岡田 敏夫 舞 

岡田 滿 海藻を採る人 

岡田 睦生 創世 

岡本 夏津 負け犬 

小川 進 自転車 

小川 唯史 悠（はるか） 

尾川 積 刺網 

奥畑 和佳奈 夏が来た！ 

景山 満子 花野 

片山 泰子 古代魚 

上敷領 美津枝 思い出の冬 

川﨑 友貴 前進 

河部 光恵 想 

姜 麻亜紗 綾羅錦繍 

木村 光希 それからね 

       



國安 建司 黄落の街 

栗栖 千育 鯉 

車地 悠貴 宝箱 

呉田 遥泉 兄 

坂本 敏行 くれ 

櫻井 みづき 未来への道 

嶋村 洋子 大地の恵み 

新川 直行 かぼちゃのある風景 

新庄谷 務 農村の家 

Skegety  怒涛 

髙田 加ツ美 秋日 

鷹取 直幸 川辺のオープンカフェ 

田坂 素惠子 ドーハのミラクル 

田辺 羽琉 切断 

田辺 治通 島と絆ぐ 

坪島 輝明 ぼたん 

土井 忠明 砕石工場 

中垣 満 祈り 

中田 康陽 桟橋の帰り道～夜～ 

中谷 梅若 いのち 

中塚 幸子 木のある風景 

長光 望咲 狛犬 

中村 芳恵 みんな つながってる 

南原 樹 迷い 

西村 不可止 ICT2023 

浜谷 木綿子 ゆうづくよ 

濵本 和雄 呉西ふ頭の作業船 

檜垣 雅子 ＦＵＲＩＳＯＳＯＧＵ 

東 睦浩 「ストップ」俺達にも家族が有る 

深井 彩那 a"green"light 

藤川 莉世 午後六時 

舩石 守郎 教会が見える 

益原 礼子 光と色のシンフォニー 

松本 靜夫 Composizione 21-04-01 

馬庭 匠 饗（あえ） 

三上 栄治 棲息 

水嶋 早樹 人類の行く末 

湊 里香 Life itself 

籾井 加代子 今から旅に出ます 

森内 謙 無題 

山口 敏行 タイガー/マスク 

山下 和彦 草の詩 

 



山野 正寿 雨上がりの河川敷 

山本 俊子 薄暮の夕顔 

吉田 榮壯 二人の孫 

吉田 陽菜 水をすくう 

 

 

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 5 年 3 月 2日（木）～5 日（日） 午前 10時～午後 4 時 30分 

※最終日は、午前 10 時～午後 3 時 

展示作品 106 点（受賞作品 32 点、入選作品 74 点） 

 

以 上 


