
 

「第 4 回 Art Exhibition 瀬戸内大賞」入選作品について 

平成 31 年 3 月 4 日 

 

一般財団法人くれしん芸術文化財団が開催した 「第 4 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 31 年 3 月 14 日（木）～17 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） 

初秋の呉湾 安道 隆之 

 

金賞（1 点） 

分枝する魂 谷口 朋栄 

 

銀賞（2 点） 

テーマパーク 森岡 勇二 

未来への祈り Mｏｎｚｏ渡邉 

 

銅賞（4 点） 

暮色 伊藤 卓爾 

仁王像・金剛力士（顔） 植松 憲昭 

呉湾・夕紅 國安 建司 

空 椿野 聖梨 

 

奨励賞（23 点） 

名前の無い花園 浅田 祐加 

奉納を終えて 稲迫 光枝 

富士山と江戸時代の庶民の暮し 乾 徹 

晴れの日に 栗原 幸子 

月見草の咲く部屋 河野 とみ子 

呉港 坂本 敏行 

刻 佐熊 晃 

ｏｌｄ ｗｏｍａｎ 白石 力也 

５月の思い出 中原 萌々華 

憂愁 畠山 三知 

無題 平尾 大輔 

瀬戸の幸 深田 佳心 

楽園 福田 友紀 

憂い２０１８（赤） 藤田 満寿己 

招日 正守 荘志 



奨励賞 

朝氣 松浦 皆子 

無垢なる鳥 松村 和子 

未来の記憶 水嶋 早樹 

～eclipse～幾望 白龍図 御手洗 翅颺 

みつめるもの 宮本 佳子 

Blue in memory 三好 千世子 

おねえちゃんといっしょ 矢野 莊一郎 

遠くへ行け 山口 操 

 

入選作品（59 点） 

さわやか香る瀬戸内 浅野 瑞希 

イソギンチャク 安藤 涼子 

友と一緒に 飯田 優子 

消された記憶（大久野島） 池田 睦代 

呉大学 石田 熱海 

ピーターパンシンドローム 浮島 日奈子 

布団だんじり宮入 榎谷 善之 

足跡 大形 久典 

復旧・待ちわびたその時・・・ 岡 英幸 

せせらぎ 岡本 建 

樹 小川 唯史 

刺網Ⅱ 尾川 積 

いってらっしゃい 沖野 愛 

幻 奥田 悠歩 

段畑の朝 賀張 則明 

原初の息吹 鴨川 朋子 

使われない黄色い倉庫 加良 哮 

光明 川崎 巧 

私の部屋 河下 博子 

点描 ラップに包まれたメバル 川手 和美 

紫陽花の人 河部 光恵 

老人 城戸 征 

広 長浜漁港 絹谷 忠功 

友と日常 葛原 千夏 

遺されしもの（大久野島） 桑原 律子 

無題 河野 玲 

光、見ゆ 小竹 正治 

彩りの秋 小林 眞壽美 

宮島の反橋 新庄谷 務 

波立つ 末田 孝 

まいご ‐それから‐ 高井 八恵子 



          

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31 年 3 月 14 日（木）～17 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 31 点、入選作品 59 点 

 

以 上 

入選作品 

川原石埠頭 髙田 加ツ美 

道化の子供のゐる世界 巽 明理 

Setouch Sunrise 田中 佐知男 

Midnight Boogie Woogie 千田 禅 

長閑 辻 郁海 

さざんかの花 坪島 輝明 

夕暮れの桟橋 豊川 好 

終焉 ナカガワ ハルコ 

朝焼けのスペイン広場 中牟田 衣子 

礎 仲村 正夫 

筒賀の銀杏 中村 八重子 

フリーマーケット 西田 和生 

ＩＴ２０１９ 西村 不可止 

ＢＡＮＫ 橋田 信賢 

パレード 日浦 アイ子 

生気の味 樋口 莉夏 

Ｌ∞Ｐ 福川 芽瑠 

あふれる光とスナメリ 福﨑 愛里 

森の系譜 藤岡 篤 

JAPONISME 舩石 守郎 

風韻 星井 由美子 

近藤沼の石 増田 祐司 

ピエロが見る夢 目賀 知義 

Ｆｒｏｍ ｗｈｅｒｅ 安井 晴美 

漁港の閑日 保田 紀明 

勇者たち 山下 和彦 

記憶の街 吉村 るり子 

ＣＭＹＫ 吉本 正美 


