
 

 

 
 
 

NO 展示会場 審査結果 作者氏名 作品名 居住地 備考 

1 東京/横浜 秋元雄史賞 山﨑 菜那 Y シャツ 滋賀県 同タイトル 

別作品 2 東京/横浜 秋元雄史賞 山﨑 菜那 Y シャツ 滋賀県 

3 東京/横浜 上田バロン賞 坂井 奈央 金を使う貧困 大阪府   

4 東京/横浜 ゴメズ賞 平松 利章 いのしし 大阪府   

5 東京/横浜 藏座江美賞 LO Siu-kuen Hug Hong Kong   

6 東京/横浜 中津川浩章賞 石垣 綾子 無題 奈良県   

7 東京/横浜 永野一晃賞 Lo Kwok Wah The Door to Paradise Hong Kong   

8 東京/横浜 望月虚舟賞 佐々木 俊一 胸 青森県   

9 東京/横浜 海外作品賞 LEE Pui-lung Family Yeung Hong Kong   

10 東京/横浜 海外作品賞 LEE Pui-lung Queenie Lo Hong Kong   

11 東京/横浜 海外作品賞 LEE Pui-lung Rose Wong Hong Kong   

12 東京/横浜 入賞 Marco Barbier no titel: MBAR04023PSU-65 Netherlands   

13 東京/横浜 入賞 浅野 春香 シワトタマシー 宮城県   

14 東京/横浜 入賞 田湯 加那子 こわれかけの Sketch Book 北海道   

15 東京/横浜 入賞 I-Ming,Li Hope Taiwan   

16 東京/横浜 入賞 田村 健 我がふるさと「横須賀」 東京都   

17 東京/横浜 入賞 mitsuki 表裏一体 北海道   

18 東京/横浜 入賞 石橋 咲佳 鬼 青森県   

19 東京/横浜 入賞 CHAN Hip-yan Nostalgia Hong Kong   

20 東京/横浜 入賞 HO Ka-lun Suspects Hong Kong   

21 東京/横浜 入賞 MUI Wing-shing, Dominic Pringles Hong Kong   

22 東京/横浜 入賞 谷内 佐織 わたしの読書 1 石川県   

23 東京/横浜 入賞 谷内 佐織 わたしの読書 2 石川県   

24 東京/横浜 入賞 谷内 佐織 わたしの読書 3 石川県   

25 東京/横浜 入賞 Ray- Borderless 02 東京都   

26 東京/横浜 入賞 Ray- Borderless 05 東京都   

27 東京/横浜 入賞 金田 直之 New York 愛知県   

28 東京/横浜 入賞 道脇 歳雄 トビウオ 兵庫県   

29 東京/横浜 入賞 道脇 歳雄 エビ 兵庫県   

30 東京/横浜 入賞 Reo Mitani 萩原朔太郎 東京都   

31 東京/横浜 入賞 村本 こずえ とくながひであきとチェッカーズと 鹿児島県   

32 東京/横浜 入賞 小野 騎士 よぞらにさく だいりんのはなび 福岡県   

33 東京/横浜 入賞 北村 勝樹 数字 愛知県   

34 東京/横浜 入賞 永井 看帆 ふくろう 兵庫県   

35 東京/横浜 入賞 榎本 新 うなぎ 兵庫県   

36 東京/横浜 入賞 haru、riku、eri、tai、kou 「ぺんぎん花火」神輿 群馬県   

37 東京/横浜 入賞 佐藤 恵太 みどりのドレスの人形 東京都   

38 東京/横浜 入賞 丈六 萌寧 森のぞうさん 和歌山県   

39 東京/横浜 入賞 丈六 萌寧 アルパカとオカピーの親子 和歌山県   

40 東京/横浜 入賞 彌園 哲志 「飛行機いっぱい」その 1 和歌山県   

「第 2 回 日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS 公募展」 出品作家・作品一覧 



41 東京/横浜 入賞 彌園 哲志 「飛行機いっぱい」その 2 和歌山県   

42 東京/横浜 入賞 長谷川 諒 つくし 群馬県   

43 東京/横浜 入賞 依田 香 花 長野県   

44 東京/横浜 入賞 Robert Fischer Untitled (5) UK   

45 東京/横浜 入賞 Robert Fischer Untitled (7) UK   

46 東京/横浜 入賞 奥崎 竜世 心の聲 青森県   

47 東京/横浜 入賞 三好 由記 希望のひとみ 大阪府   

48 東京/横浜 入賞 栗原 勝之 大仏 長野県   

49 東京/横浜 入賞 栗原 勝之 三十三間堂 長野県   

50 東京/横浜 入賞 なかむら よしひろ Rock 'n' roll!! Yeaaah! 鹿児島県   

51 東京/横浜 入賞 なかむら よしひろ イロヅケ 鹿児島県   

52 東京/横浜 入賞 なかむら よしひろ 表現の足描き 鹿児島県   

53 東京/横浜 入賞 髙木 紫苑 何でもあります！ 大阪府   

54 東京/横浜 入賞 松本 有瑛 どん!…せん! 大阪府   

55 東京/横浜 入賞 塩見 陸 無題 大阪府   

56 東京/横浜 入賞 永岡 岳朗 あらいぐま 大阪府   

57 東京/横浜 入賞 嶋村 行博 妖怪のガイコツ 大阪府   

58 東京/横浜 入賞 吉田 楓馬 コロボックル 滋賀県   

59 東京/横浜 入賞 林口 勲 原 滋賀県 
同タイトル 

別作品 
60 東京/横浜 入賞 林口 勲 原 滋賀県 

61 東京/横浜 入賞 林口 勲 原 滋賀県 

62 東京/横浜 入賞 川邊 紘子 音楽 滋賀県 同タイトル 

別作品 63 東京/横浜 入賞 川邊 紘子 音楽 滋賀県 

64 東京/横浜 入賞 川邊 紘子 女の人 滋賀県   

65 東京/横浜 入賞 大家 美咲 お城 滋賀県 同タイトル 

別作品 66 東京/横浜 入賞 大家 美咲 お城 滋賀県 

67 東京/横浜 入賞 中尾 涼 タイトル不明 滋賀県   

68 東京/横浜 入賞 保居 佐和美 福郎 大阪府   

69 東京のみ 国外佳作 Chi-Chong, Lian Nagashi Taiwan   

70 東京のみ 国外佳作 MAK Wai-hung Girls in Bikini Hong Kong   

71 東京のみ 国外佳作 LEE KAM CHUEN The Man Who Pray Hong Kong   

72 東京のみ 国外佳作 López Rodríguez Ai Love 2017-2018 Spain   

73 東京のみ   HAN BOOYEOL Give me a hug-2 Korea   

74 東京のみ   Thomas Bernard Serene foothills Singapore   

75 東京のみ   
Jorge Pablo HERNANDEZ 

MONTOYA 

The Angel and the Seven  

Churches Revelator 

 Chapter 1 verse 20 PartⅢ 

USA   

76 東京のみ   Wendell Kerwhen no titel: WK19009P65-50 Netherlands   

77 東京のみ   Gaëtane COMFORTABLY NUMB Canada   

78 東京のみ   M.A.Mohamed Night Sky Sri Lanka   

79 東京のみ   TIN Kam-mui Hunting Hong Kong   

80 東京のみ   WONG Chi-wah, Agnes Fiery Scenery Hong Kong   

81 東京のみ   WONG Sau-lan X-ray Kissing Couple Hong Kong   

82 東京のみ   Terence Wilde Childs Eye UK   

83 東京のみ   Shinya Fujii Untitled (53) UK   


