
 

「第 3 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

平成 30 年 3 月 7 日 

 

一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催した 「第 3 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

立美術館にて平成 30 年 3 月 15 日（木）～18 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） 

作品名 受賞者 

透明な世界 安中 仁美 

 

金賞（1 点） 

作品名 受賞者 

裂 星加 哲男 

 

銀賞（2 点） 

作品名  受賞者 

城神社大祭～浦安の舞～ 川崎 巧 

日が射して 住井 ますみ 

 

銅賞（4 点） 

作品名  受賞者 

富士山と江戸時代の庶民の暮らし 乾 徹 

海と陰影 巽 明理 

空 椿野 聖梨 

ボン マルシェ 廣渡 優子 

 

奨励賞（21 点） 

作品名  受賞者 

静寂（夏の入船） 安道 隆之 

恒久に続く刻の中で 石﨑 将浩 

ヤミヲカカエル 石野 善浩 

夏草日和 市川 賢次 

刻 小川 公久 

後ろ向き 甲斐上 健人 

秋うらら 國安 建司 

舞台稽古 車地 悠貴 

遠い思い出 河野 とみ子 

刻 小竹 正治 



奨励賞 

作品名  受賞者 

生きる 瀬尾 玲子 

暮冬 田村 末人 

存在 千田 禅 

呉 花ざかり 坪島 輝明 

のんびり亭（竹原） 中村 八重子 

JUNKAN 檜垣 雅子 

記憶の断片 舩石 守郎 

色差し 松村 和子 

未来の記憶 水嶋 早樹 

魂の樹 三好 千世子 

花魁乱女 Mｏｎｚｏ渡邉 

 

入選作品（56 点） 

作品名  受賞者 

朝に想う 麻野 瞳 

異世界 浅原 蓮 

因縁  安藤 涼子 

ひと休み 飯田 優子 

消された記憶 池田 睦代 

白猫 石川 豊 

小さな発見 井手元 咲良 

渓音 伊藤 卓爾 

春の香り 伊藤 亮司 

立佞武多の夏 榎谷 善之 

線滞を纏う女性 太田 絵里子 

晩秋（呉市役所前） 岡 英幸 

瀬戸内の岸壁 岡本 太志 

メモリー 小川 進 

虚無 奥村 友香 

繋船・大和の記憶 越智 泰二 

黄昏の獅子岩＜レクイエム＞ 加藤 宣也 

春待ち人 河部 光恵 

生命賛歌 川本 雅之 

Love-26－Y（Spring） 木下 泰嘉 

落葉の道 小林 眞壽美 

海風 坂本 敏行 

刻 佐熊 晃 

夏の昼下り 下光 康洋 

廃屋 柴田 晃久 

息継ぎ 島田 榮一 



        

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.作品展   

 

展示場所 呉市立美術館 2 階展示室 

展示期間 平成 30 年 3 月 15 日（木）～18 日（日） 

午前 10 時～午後 4 時 30 分 

※最終日は、午後 3 時 30 分から表彰式のため午前 10 時～午後 3 時 30 分 

展示作品 受賞作品 29 点、入選作品 56 点 

 

以 上 

入選作品 

作品名  受賞者 

五所川原・立佞武多 島田 戴造 

神秘 末村 幸子 

古くても役に立つ 髙島 眞喜子 

キッチン 竹中 薫子 

瀬戸内展望 多田 謙祐 

燃ゆる椿 谷口 朋栄 

イタリアの古都シエナにて 中牟田 衣子 

窓 畠山 正枝 

呉の秋 浜本 典子 

赤い部屋 原田 智憲 

磯の華 日浦 アイ子 

瀬戸内夕景（明日への待機） 平野 達也 

とびしま・島海の恵み 深田 佳心 

南国鳥画 福田 友紀 

春宵 星井 由美子 

届かぬ想い 益原 礼子 

秋の響き 松浦 皆子 

海に触れる 三谷 里美 

籠の中に幸せ 三戸 捷史 

夢想 三戸森 泰子 

堺川下流 三村 敏秋 

潮の香り 宮﨑 智文 

懐古 宗岡 節子 

アレイからすこじまからの海自呉 目賀 知義 

神戸はあしたも晴れ 元村 太一郎 

神楽 森重 時江 

spring 森下 景子 

ドック遠望 保田 紀明 

水のかたち ’17-1 吉松 順一郎 

気になるあの子 吉本 正美 


