
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 氏名（フリガナ） 題名 種類 サイズ

流域連盟会長賞 県立総社南高等学校 1 八木　美穂 ヤギ　ミホ 静　物 油彩 Ｆ１２

1 特選 県立笠岡高等学校 2 金光　七穂 カナミツ　ナナホ 花灯 イラスト Ｂ３

2 特選 県立倉敷天城高等学校 1 大西　宥宇 オオニシ　ユウ 自画像 アクリル Ｆ８

3 特選 県立倉敷青陵高等学校 2 劒持　好華 ケンモツ　コノカ 水鏡 アクリルガッシュ Ｆ８

4 特選 県立新見高等学校 3 冨谷　志帆 トミヤ　シホ 君の輝ける場所 水彩 Ｂ２

5 特選 県立高梁城南高等学校 2 池田　萌香 イケダ　モエカ 高梁風景 風景図 Ｂ３

1 佳作 川崎医科大学附属高等学校 1 伊藤　咲希 イトウ　サキ オーロラと湖 アクリル画 Ｆ１０

2 佳作 県立矢掛高等学校 1 マイア　ルアナ マイア　ルアナ いつも見る景色。 鉛筆画 八つ切り

3 佳作 県立倉敷商業高等学校 2 髙橋　菜々花 タカハシ　ナナカ 青空の町 アクリル Ｆ４

4 佳作 県立水島工業高等学校 1 掛田　渉太 カケダ　ショウタ 自画像 油彩 Ｆ６

5 佳作 県立水島工業高等学校 1 渡邊　侑弥 ワタナベ　ユキヤ 自画像 油彩 Ｆ６

6 佳作 県立水島工業高等学校 1 難波　佑晋 ナンバ　ユウシン 鬼 銅板画 90×120

7 佳作 県立鴨方高等学校 3 奥島　悠 オクシマ　ハルカ オマージュイラスト アクリル画 Ｂ３

8 佳作 県立鴨方高等学校 2 水谷　梛 ミズタニ　ナギ 宮の石橋 水彩画 19.5×23.5

9 佳作 県立鴨方高等学校 2 宮原　愛実 ミヤハラ　メグミ 私に見える貴人 アクリル画 Ｂ５

10 佳作 県立倉敷天城高等学校 1 池田　那由太 イケダ　ナユタ 自画像 アクリル Ｆ８

11 佳作 県立倉敷天城高等学校 1 押木　浩太郎 オシキ　コウタロウ 静物 アクリル Ｆ８

12 佳作 県立総社高等学校 2 板谷　明音 イタヤ　アカネ おだやかな温泉地 油彩 Ｆ６

13 佳作 県立総社高等学校 2 櫻本　ほのか サクラモト　ホノカ みかんの花 アクリル着彩 Ｂ３

14 佳作 県立総社高等学校 2 板野　然 イタノ　ゼン キミハナニヲオモウ 油彩 Ｆ６

15 佳作 県立総社高等学校 1 平田　瑛大 ヒラタ　アキヒロ ロボット工学研究部 ペン 20×15

16 佳作 県立総社高等学校 1 平田　瑛大 ヒラタ　アキヒロ MonoChrome ペン 20×27.5

17 佳作 県立倉敷青陵高等学校 1 秋田　梨衣奈 アキタ　リイナ りんごジャム 油彩 Ｆ４

18 佳作 県立倉敷工業高等学校 1 佐藤　慈隼 サトウ　チカト 希望 アクリルガッシュ Ｆ６

19 佳作 県立玉島商業高等学校 1 森石　りょう モリイシ　リョウ 「未完」の夜明け アクリルガッシュ Ｆ６

20 佳作 県立高梁高等学校 1 井上　萌生 イノウエ　メイ 花の向こう側へ アクリル A２

21 佳作 県立高梁高等学校 1 藤井　佑月 フジイ　ユヅキ 初夏 アクリル Ｂ３

22 佳作 県立新見高等学校 1 瀧本　翔也 タキモト　ショウヤ 鏡 油彩 Ｆ１０

23 佳作 県立倉敷古城池高等学校 1 椎葉　政樹 しいば　まさき
～ショパンピアノ曲「別れの曲」より～

「オモイデ」
油彩 Ｆ４

24 佳作 県立倉敷古城池高等学校 1 藤田　実紅 フジタ　ミク 秋の色彩 油彩 Ｆ６

25 佳作 県立倉敷古城池高等学校 1 森亰　七海 モリキョウ　ナナミ Sukiyaki 油彩 Ｆ６

26 佳作 県立高梁城南高等学校 2 時末　純菜 トキスエ　ジュンナ #自分探し イラスト Ｆ６

27 佳作 県立高梁城南高等学校 2 三村　智巳 ミムラ　トモミ ACTOR 人物画 Ｂ３

28 佳作 県立高梁城南高等学校 2 三村　智巳 ミムラ　トモミ 高梁風景 風景図 Ｂ３

29 佳作 県立高梁城南高等学校 2 中桐　翔空 ナカギリ　トア コロナサヨナラホームラン イラスト Ｆ４

30 佳作 県立高梁城南高等学校 1 石田　聡美 イシダ　サトミ 太陽 油彩 Ｆ１２

31 佳作 県立総社南高等学校 1 守屋　沙南 モリヤ　サナミ 静　物 油彩 Ｆ１２

32 佳作 県立総社南高等学校 2 小坂田　睦 オサカダ　ムツキ 少　女 油彩 P10

33 佳作 県立総社南高等学校 2 笹井　百合子 ササイ　ユリコ 手と缶の構成 アクリル Ｂ３

34 佳作 県立総社南高等学校 2 伊木　里織 イギ　リオ タイポグラフィ アクリル Ｂ３

35 佳作 県立総社南高等学校 2 松丸　　凛 マツマル　リン 盲　目 ペン画 Ｂ３

令和４年１月２４日（月）～２月４日（金）

令和４年３月１日（火）～３月６日（日）　　　倉敷市立美術館１階第１展示室

第２２回流域高校生絵画展　受賞者一覧

１６校・１５２点

流域連盟会長賞１点，特選５点，佳作３５点

流域連盟会長賞及び特選作品の機関誌「高梁川」への掲載
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