
1　基本事項

募集期間

展示期間・場所

出品数

受賞数

備考

２　受賞者一覧

賞 高等学校名 学年 氏名 題名 種類 サイズ

流域連盟会長賞 県立新見高等学校 2 冨谷　志帆 特別な日のぬくもり 水彩画 A2

1 特選 県立倉敷天城高等学校 3 岡本　久瑠美 小道 アクリル・油 Ｆ１２

2 特選 県立倉敷南高等学校 2 中川　樹里 金魚 油彩 Ｆ１０

3 特選 県立倉敷古城池高等学校 2 井手　あづさ みつかった。 油彩 ＳＭ

4 特選 県立笠岡高等学校 1 金光　七穂 海光 イラスト Ｂ３

5 特選 県立総社南高等学校 1 生藤　瑞季 青 油彩画 Ｆ１２

1 佳作 県立倉敷青陵高等学校 1 小野　みずき 相対 油彩 Ｆ６

2 佳作 県立倉敷青陵高等学校 1 山田　洋平 アップルにイノポジショントゥー 油彩 Ｆ６

3 佳作 県立倉敷天城高等学校 1 谷口　真名　 静物 アクリル画 Ｆ８

4 佳作 県立倉敷天城高等学校 1 山本　ひまり 静物 アクリル画 Ｆ８

5 佳作 県立倉敷天城高等学校 3 金子　梨乃 ゆめのなかで アクリル画 Ｆ１０

6 佳作 県立倉敷古城池高等学校 2 宇野　佑弥 untitled ペン、アクリル ＳＭ

7 佳作 県立倉敷古城池高等学校 1 田端　柚羅 帰り道 油彩 Ｆ６

8 佳作 県立倉敷古城池高等学校 1 片岡　陽菜 希望 油彩 Ｆ６

9 佳作 県立倉敷工業高等学校 2 佐伯　彩登 本性 アクリル画 Ｂ３

10 佳作 県立水島工業高等学校 1 沖　優希 自画像 油彩画 Ｆ６

11 佳作 県立水島工業高等学校 1 重松　奏汰 自画像 油彩画 Ｆ６

12 佳作 県立玉島商業高等学校 1 藤原　真凛 コーヒーメーカーとまりん アクリル画 Ｆ４

13 佳作 県立玉島商業高等学校 1 立花　愛 白い箱 アクリル画 Ｆ４

14 佳作 県立笠岡高等学校 1 那須　日奈佳 図書館 水彩画 Ａ３

15 佳作 県立笠岡高等学校 2 和田　昌憲 亀老山より アクリル画 A4

16 佳作 県立鴨方高等学校 3 北中　時光 不安 アクリル画 Ｂ３

17 佳作 県立鴨方高等学校 2 渡邉　美月 現実的 アクリル画 Ｂ５

18 佳作 県立矢掛高等学校 1 藤原　可歩 優しい光が当たる廊下 鉛筆画 八つ切り

19 佳作 県立総社高等学校 3 岡崎　風馬 「自画像」 油彩画 Ｆ１０

20 佳作 県立総社高等学校 1 正保　泉妃 睡眠 油彩画 Ｆ４

21 佳作 県立総社南高等学校 2 金光　俊希 意識 デザイン画 Ｂ３

22 佳作 県立総社南高等学校 2 今井　桃花 向こう側 デザイン画 Ｂ３

23 佳作 県立総社南高等学校 1 岡部　凪生 春のおとずれ 水彩画 四つ切り

24 佳作 県立総社南高等学校 1 中西　結命子 逆光 油彩画 Ｆ１２

25 佳作 県立高梁城南高等学校 1 三村　智巳 財宝 油彩 Ｆ１０

26 佳作 県立高梁城南高等学校 1 大倭　瑞希 儚 油彩 Ｆ１０

27 佳作 県立高梁城南高等学校 1 大倭　瑞希 日常 油彩 Ｆ６

28 佳作 県立新見高等学校 1 金盛　浩幸 自画像のような油絵 油彩 Ｆ１０

29 佳作 県立新見高等学校 1 三上　純采 アナベル 油彩 Ｆ１０

30 佳作 川崎医科大学附属高等学校 1 佐藤　愛 海のカメ アクリル画 Ｆ１０

31 佳作 川崎医科大学附属高等学校 1 井崎　楓珠 ハス アクリル画 Ｆ１０

流域連盟会長賞及び特選作品の機関誌「高梁川」への掲載

第２１回流域高校生絵画展　受賞者一覧

令和３年１月２５日（月）～２月４日（木）

令和３年３月２日（火）～３月７日（日）　　　倉敷市立美術館１階第１展示室

１５校・１２８点

流域連盟会長賞１点，特選５点，佳作３１点
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