
出展番号 展示場所 出展者名 賞 作　品　名 都道府県 市町村

003 大矢田神社 後鳥　勝則 入選 眩 岐阜県 北方町

005 大矢田神社 村瀬　五郎 入選 ぬくもり 岐阜県 岐阜市

017 大矢田神社 小野　彰夫 無題 京都府 長岡京市

020 大矢田神社 倉橋　豊 涼風の華 静岡県 静岡市

023 大矢田神社 安田　武博 入選 こよりの６角井桁積み 岐阜県 美濃市

038 大矢田神社 長谷川　克夫 日ノ下ノカ
　・

ケ
　・

ラ
　・

愛知県 江南市

052 大矢田神社 Team Iwaki 希望 岐阜県 可児市

059 大矢田神社 フラワー（金城学院大学） 入選 闇 愛知県 名古屋市

060 大矢田神社 光（金城学院大学） Curve 愛知県 名古屋市

062 大矢田神社 スパイダー（金城学院大学） 入選 累 愛知県 名古屋市

065 大矢田神社 澤村　加代　 夏の音 岐阜県 岐阜市

068 大矢田神社 藤岡　里乃 麻の葉模様 岐阜県 岐阜市

069 大矢田神社 藤岡　里乃 清流 岐阜県 岐阜市

071 大矢田神社 松島　康貴 空気 三重県 伊賀市

078 大矢田神社 矢田部　剛 古川賞 源流のせせらぎ 大阪府 四條畷市

081 大矢田神社
吉村　祐樹 (九州産業大学） 入選 影 福岡県 福岡市

089 大矢田神社 冨田　由里子 華（HANA） 岐阜県 不破郡垂井町

090 大矢田神社 宮川　達也 Heart Light 岐阜県 岐阜市

091 大矢田神社 木戸口　幸人 富岳 岐阜県　 関市

092 大矢田神社 渡邉　裕子 三崩し文様の小箱 静岡県 静岡市

099 大矢田神社 髙橋　敏郎 秋宵０Ⅰ 愛知県 春日井市

104 大矢田神社 和田　俊一 日比野賞 FUJI 岐阜県 高山市

107 大矢田神社 安井　小百合 入選 仄明かり 岐阜県 多治見市

108 大矢田神社 安井　小百合 水紋 岐阜県 多治見市

110 大矢田神社 鈴木　米浩 入選 紙水晶 愛知県 名古屋市

111 大矢田神社 竹中　由美 入選 未来へ 愛知県　 名古屋市

114 大矢田神社 吉村　章子 Change 大阪府 河内長野市

115 大矢田神社 加納　有芙子 風穂 岐阜県 岐阜市

118 大矢田神社 早川　明宏 回互 岐阜県 関市

119 大矢田神社 岩﨑　朱音（拓殖大学） 隠美 東京都 八王子市

120 大矢田神社 大矢　祐二（拓殖大学） 白煙 東京都 八王子市
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122 大矢田神社 小山　華奈（拓殖大学） 助走 東京都 八王子市

123 大矢田神社 小山　由祐（拓殖大学） 美濃に咲く 東京都 八王子市

124 大矢田神社 齊藤　匠（拓殖大学） 拡散 東京都 八王子市

136 大矢田神社 遠藤　和磨（拓殖大学） 燦然 東京都 八王子市

138 大矢田神社 細江　治 木漏れ日の下で・・・。 愛知県 名古屋市

140 大矢田神社 皆藤　俊雄 繋がり 福井県 大野市

158 大矢田神社 落合　里紗 入選 時の刻みは打ちやまぬ 愛知県 春日井市

171 大矢田神社 早﨑　由起 nest 岐阜県 大垣市

174 大矢田神社 中嶋　健太 美濃線光 岐阜県 美濃加茂市

182 大矢田神社 ＥＭＩ　ＨＩＯＫＩ 森からのメッセージ 愛知県 名古屋市

183 大矢田神社 大谷　征司 ダイヤ　カット 愛知県 春日井市

184 大矢田神社 幅　早苗 織りなす和紙 岐阜県 美濃市

185 大矢田神社 幅　若葉 入選 風を待つ 岐阜県 美濃市

186 大矢田神社 幅　早苗 美濃に咲く花 岐阜県 美濃市

190 大矢田神社 多田　文男 天女のわすれもの 岐阜県 美濃市

192 大矢田神社 田淵　萬坊 入選 Himalayan 東京都 板橋区

201 大矢田神社
水野　若生（名古屋芸術大学） 灯花 愛知県 北名古屋市

203 大矢田神社
小川　瑞稀（名古屋芸術大学） 秘密 愛知県 北名古屋市

204 大矢田神社
近藤　未穂（名古屋芸術大学） 「　　　」 愛知県 北名古屋市

207 大矢田神社
本田　すみれ（名古屋芸術大学） lattice 愛知県 北名古屋市

209 大矢田神社
渡邉　喬亮（名古屋芸術大学） 有機体 愛知県 北名古屋市

213 大矢田神社 増山　廉（名古屋芸術大学） Flower 愛知県 北名古屋市

230 大矢田神社
澄川　幹人（名古屋芸術大学） 忘れ形見 愛知県 北名古屋市

231 大矢田神社
高橋　仁菜（名古屋芸術大学） 温かさの華 愛知県 北名古屋市

233 大矢田神社 濱﨑　喜代子 かご 岐阜県 美濃市


