
 

 

ふじのくに芸術祭２０１９（第 59回静岡県芸術祭）美術展 

入賞者 
 

  

賞名 作品名 種別 氏名 市町名 

静岡県 

芸術祭賞 

（４） 

 

 

2匹のチーター 彫刻 馬渕 誠 浜松市西区 

狭間の風景 水彩画 齋藤 雅紀 浜松市南区 

遠い先の思い出 油彩画 吉川 知邑 静岡市葵区 

モラトリアム 彫刻 江上 麟太郎 静岡市清水区 

 
2匹のチーター（彫刻）        狭間の風景（水彩画）  遠い先の思い出（油彩画） モラトリアム（彫刻）   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞名 作品名 種別 氏名 市町名 

読売新聞社賞 黄昏の老老生活交差点 油彩画 浦田 明宏 静岡市葵区 

中日新聞社賞 木洩れ日 日本画 山本 梢 浜松市中区 

日本経済新聞社賞 オクラ 水彩画 鳥沢 むつみ 静岡市葵区 

毎日新聞社賞 Rainy Day 版画 勝亦 彰夫 沼津市 

K-mix 賞 行路 平面デザイン 小西 愛梨 藤枝市 

共同通信社賞 緑釉花器 立体工芸 伊藤 進矢 岐阜県多治見市 

静岡新聞社賞 インドのあやつり人形 水彩画 狩野 広美 静岡市清水区 

NHK 静岡放送局賞 背中のかたち 油彩画 池ヶ谷 馨 静岡市駿河区 

 



 

 

 

 

 

 

賞名 作品名 種別 氏名 市町名 

奨励賞 

(12) 

令和 平面工芸 大石 礼子 藤枝市 

連環Ⅲ 水彩画 古郡 敦 富士市 

葦と葛の芽 水彩画 赤堀 静子 掛川市 

朽廃の主（Ⅱ） 油彩画 川瀬 多真希 磐田市 

夜想 油彩画 内藤 和子 袋井市 

キバナシャクナゲ 油彩画 関 幾江 静岡市葵区 

写真を撮る人 油彩画 鈴木 嘉久子 静岡市駿河区 

輝 油彩画 渡邉 美侑 静岡市清水区 

晩秋の漁港 油彩画 宇城 正紀 田方郡函南町 

南国幻想 日本画 古郡 君子 富士市 

秋刻 日本画 望月 君代 富士宮市 

大空に舞う 日本画 宇佐美 住江 富士宮市 

準奨励賞 

(16) 

静物 油彩画 原木 ジョージ 静岡市駿河区 

暁映し 立体工芸 山本 明孝 浜松市北区 

郷愁 油彩画 伊奈 卓己 掛川市 

浮游 油彩画 平口 幸子 静岡市葵区 

ぬし 彫刻 土屋 誠一 島田市 

刻のカケラ 平面工芸 村松 八一郎 島田市 

工場にて 2019 油彩画 仲山 忠 浜松市南区 

賑わいのあと 水彩画 机 貞代 浜松市東区 

マヤ戦士 水彩画 井口 博司 浜松市東区 

メダカの学校 油彩画 村上 富子 静岡市駿河区 

帰る 彫刻 渡辺 渉斗 静岡市清水区 

死 造形 金丸 睦実 藤枝市 

晴れ姿 造形 平野 日向子 静岡市葵区 

スクラップワールド 油彩画 柏木 健二 沼津市 

喜雨 日本画 時田 喜代江 富士市 

動植物と虚れる。 油彩画 山根 せい子 富士市 



種別 題名 氏名 市町
油彩画 静物 山梨　功 藤枝市
油彩画 白いキャンバス 太田　正弘 島田市
油彩画 K嬢 八木　誠一 島田市
油彩画 「初めてのフリーマーケットに出したの」 今泉　クリスチアーノ 静岡市葵区
油彩画 セピア色のシンフォニー 外川　雄章 駿東郡長泉町
油彩画 網をおろした老舟 植松　徹 沼津市
油彩画 帰省 谷口　澪葉 御殿場市
油彩画 砂防の松 辻　幸夫 焼津市
油彩画 梅雨告げ草（立葵）咲く頃 山下　幸子 伊豆市
油彩画 白い香り 井浪　利子 袋井市
油彩画 丘陵の古都・トレド 田中　宏明 浜松市南区
油彩画 夕暮れの森 中村　秀子 浜松市南区
油彩画 メロディ 伊藤　真由美 磐田市
油彩画 スランプの時 長谷川　久枝 浜松市南区
油彩画 バケット・ヤード 齋藤　立己 富士市
油彩画 イマジン(壁の記憶） 八木　健一 牧之原市
油彩画 刻想　おふくろ 山口　美代治 島田市
油彩画 新生・林Ⅱ 山田　博之 焼津市
油彩画 振り返れば 矢澤　利子 島田市
油彩画 遠い記憶 池谷　むつ子 浜松市中区
油彩画 閉ざされた門 稲垣　はつみ 磐田市
油彩画 三人 大竹　繁子 浜松市東区
油彩画 自然の中で 大庭　健司 磐田市
油彩画 負けられない戦い 加藤　利弘 袋井市
油彩画 追憶Ⅱ 河合　あや子 浜松市東区
油彩画 静寂 窪野　やす子 袋井市
油彩画 甦る向日葵 鈴木　洋子 浜松市浜北区
油彩画 席－Ⅳ 永田　ますみ 掛川市
油彩画 地球温暖化の渦 古橋　しげ美 浜松市西区
油彩画 Ｂ棟実験室 松田　加代子 袋井市
油彩画 カタチ 池田　周司 周智郡森町
油彩画 夢想（受胎告知） 中村　公則 浜松市南区
油彩画 樹影に憩う 藤田　とみ江 静岡市清水区
油彩画 アトリエの麗人 吉田　明 静岡市葵区
油彩画 劫燿 松下　美月 静岡市駿河区
油彩画 朧々 大庭　富子 静岡市清水区
油彩画 共生(ハーモニー） 名本　京子 伊東市
油彩画 Ｍｙ pace-Ⅲ 安藤　幸子 三島市
油彩画 水温む 鈴木　道夫 沼津市
油彩画 追憶の欠けら 山田　公代 富士宮市
油彩画 祭りの子供たち 菊池　壽一 富士市
油彩画 大道芸ワールド 西野　公博 静岡市駿河区
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種別 題名 氏名 市町
日本画 切株 野田　大地 静岡市駿河区
日本画 羅漢仰天 山口　育三 伊東市
日本画 夏の庭 山田　淳子 駿東郡清水町
日本画 爽朝 内田　幸子 沼津市
日本画 冬枯れ 大屋　初江 富士市
日本画 ジャポニスム 山﨑　照代 島田市
日本画 晩夏 増田　裕子 御前崎市
日本画 夏・十七才 浅野　和子 三島市
日本画 華金魚 髙野　公子 富士市
日本画 花火 小永井　茂昭 富士市
日本画 はるのあしおと 中川　靖子 田方郡函南町
日本画 刻 濱岡　菜穂子 藤枝市
日本画 実も熟れる頃 藤井　克治 浜松市中区
日本画 土塀 中島　好 浜松市天竜区
日本画 行き着いた場所 池谷　貴子 静岡市駿河区
日本画 福徳万倍日 吉野　晴代 静岡市葵区
日本画 向日葵 青島　八千代 静岡市葵区
日本画 還る場所 栗田　七菜 静岡市清水区
日本画 四季 太田　光代 富士市
日本画 早春の川べり 甲田　幸子 富士市
日本画 ジャーマンアイリス 八木　百合子 三島市
日本画 花、花、花 柴田　かね子 藤枝市
日本画 自然と共に生きる 松山　英雄 熱海市
日本画 ふるさと 松山　幽紫 熱海市
日本画 竹林 清水　照夫 静岡市駿河区
水彩画 Leaves 笹埜　八郎 焼津市
水彩画 檻 松田　建代 静岡市清水区
水彩画 天空の富士 平野　晴義 浜松市浜北区
水彩画 螺旋（生命の瞳） 陶山　昌和 沼津市
水彩画 彼方此方 鈴木　有三 島田市
水彩画 役に立たない曽祖父の収集 田代　響 島田市
水彩画 刻 前林　清三 静岡市葵区
水彩画 寛いで　坐す 鍋田　忠彦 静岡市清水区
水彩画 橋梁のある風景 千葉　恭士 静岡市清水区
水彩画 初夏の川辺 伴野　正明 静岡市葵区
水彩画 志摩の海小屋 小楠　彦康 浜松市中区
水彩画 朱夏̓19 齋藤　リラ 富士市
水彩画 荒涼 松本　久惠 藤枝市
水彩画 路上の片隅 森下　正夫 藤枝市
水彩画 うつろい まつした　はつゑ 島田市
水彩画 刻 河合　千恵子 焼津市
水彩画 木馬と少女 大茂　由喜子 袋井市
水彩画 街はずれの雑貨屋 机　昭治 浜松市東区
水彩画 再生 野嶋　照子 浜松市西区
水彩画 私、しっかり、生きています 吉田　美夜子 浜松市東区
水彩画 carousel 岩田　規子 浜松市中区
水彩画 早春の裏路地 水島　忠夫 御前崎市
水彩画 追憶 石原　英男 静岡市葵区
水彩画 骨董市 市川　貞夫 静岡市葵区
水彩画 あそぶ 市川　宏洋 静岡市葵区
水彩画 刻を語る 丸山　みよ子 静岡市駿河区
水彩画 時の匣 市川　俊一 静岡市葵区
水彩画 博物館への道 新藤　則子 静岡市清水区
水彩画 魚がいなくなった 油井　溜二 静岡市葵区
水彩画 讃歌 佐藤　嘉子 静岡市葵区
水彩画 明日への扉 釼持　いつ子 静岡市清水区
水彩画 赤と黒のファンタジィー 宮崎　貴美代 浜松市浜北区
水彩画 草もみじ 前田　文子 浜松市中区
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種別 題名 氏名 市町
版画 理性と愛の記憶・Hi.928.Z 栗山　薫 静岡市葵区
版画 風、風、吹くなⅡ 土屋　敏明 静岡市駿河区
版画 沼津駅ホーム－Ⅱ 落合　清太郎 駿東郡清水町
版画 門池の片隅で№2 遠藤　あけみ 沼津市
版画 時空の旅人（Ⅵ） 水野　睦海 藤枝市
版画 引き裂かれた環 小杉　康雄 浜松市南区
版画 今ここに在ることの奇蹟 鈴木　宏明 浜松市北区
版画 OVERLP 本多　薫 浜松市東区

平面デザイン 成長 松下　亜耶里 藤枝市
平面デザイン 暖かな朝の森 柴　結月 藤枝市
平面デザイン 象徴 原木　千怜 藤枝市
平面デザイン 故郷 増田　みつ美 藤枝市
平面デザイン 味覚　（アボカド） 鈴木　結子 藤枝市
平面デザイン HOW TO KEEP 「ＤＲＡＧＯＮ」 板倉　花香 藤枝市
平面デザイン PANDA 土屋　友希 静岡市葵区
平面デザイン ロックフェス 森下　璃子 菊川市
平面デザイン Which are 和 patterns ？ 平野　未桜 静岡市清水区
平面デザイン ライオンハート 平岡　未来 静岡市葵区
立体デザイン THE IMPERAL COURT 岡島　未来 静岡市葵区

造形 IRO・とりどり 望月　虹葉 富士宮市
造形 地球からの贈りもの 丸子　遊子 静岡市駿河区
造形 露の心 大石　ののか 静岡市駿河区
彫刻 阿弥陀如来立像 平野　明 静岡市清水区
彫刻 お母さんのぼうし 築地　みゆき 静岡市駿河区
彫刻 浮き足立つ 先生　佳蓮 静岡市清水区

平面工芸 パレード 杉山　洋子 駿東郡長泉町
平面工芸 記憶の方程式B 松谷　和子 藤枝市
平面工芸 言葉遊び 小野田　宗弘 浜松市南区
平面工芸 人魚姫 杉山　加依 静岡市清水区
平面工芸 海の月 土屋　悠悟 島田市
平面工芸 動の中の静 右野　香代子 磐田市
平面工芸 追憶 藤懸　早苗 静岡市清水区
平面工芸 藤（日本刺繍） 粟野　逸子 駿東郡長泉町
立体工芸 草木染花織着物 城間　早苗 駿東郡清水町
立体工芸 花瓶（壷） 西　史郎　 磐田市
立体工芸 早暁 鈴木　孝 静岡市葵区
立体工芸 鉄地、布目象嵌花器「木蓮の宵」 長澤　武司 三島市
立体工芸 型染着物・梅雨明け近し 石川　房枝 富士市
立体工芸 花鳥風月の想いを香炉に込めて 戸塚　春久 焼津市
立体工芸 刻　Ⅱ 竹内　としみ 浜松市中区
立体工芸 地中海 浅野　緑 富士市
立体工芸 夜空へ燃え上がる炎への放水 鈴木　英世 富士市
立体工芸 頂上 木下　純一 浜松市浜北区
立体工芸 生青 田中　悦子 浜松市東区
立体工芸 木のショルダーバック 芹澤　貴清 三島市
立体工芸 peace（平和） 森田　夢作師 富士市
立体工芸 表裂刷毛目紋壷 　酒井　伴治 浜松市西区
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