
 日々前進する沼田高校美術部 
現在、3年生が 6月に引退し、1年 9名，2年生１７名で活動しています。日々、表現力を身に着

けるために技術力や発想力を培い頑張っています。お陰様で、ここ６年間の間、下記のような多く

の成果を得ることができました。 

 

 

 

 

 

 

美術部 2013 年度～2019 年度までの 6 年間の主な成績 

平成 25 年（2013年） 

 第 41回 広島県高等学校デザインコンクール                  

学校賞  広島県第一位（広島県教育委員会賞） 

個人賞  奨励賞      河南 みつき（1 年）、中島 健介（1年） 

第 12回 広島県高等学校絵画・彫刻コンクール   

 団体賞  広島県第三位（広島県高等学校美術連盟賞） 

個人賞  広島県高等学校文化連盟賞 県内四位  前 陽南子（2年） 

奨励賞                河南 みつき（1年） 

全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（茨城県）                  平成 25年度全国大会県代表作（油絵 50号） 

                   前 陽南子（絵画県代表）2年                          前 陽南子 

                                                       

平成 26 年（2014年）                                       

     第 42回 広島県高等学校デザインコンクール 

    個人賞  奨励賞   橋本悠生 2年  

   第 13回 広島県高等学校絵画・彫刻コンクール   

団体賞 広島県第三位（広島高等学校美術連盟会長賞） 

個人賞 奨励賞  前 深里（1年）   

 大倉 みらい（1 年） 

  

平成 26年度全国大会県代表作（油絵 S50号） 

前 深里 

   全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（滋賀県） 前 深里（絵画県代表）１年  



第 15回全国高等学校版画選手権大会 予選通過全国 12 校 本戦出場（西日本代表） 

団体賞  審査員特別賞 （佐渡市）                 

平成 27 年（2015年）  

     第 43回広島県高等学校デザインコンクール                   

 学校賞  広島県第一位（広島県教育委員会賞）               

個人賞 準グランプリー 広島市長賞 広島県二位 倉田 朋佳（２年） 

広島県高等学校文化連盟会長賞 広島県四位  張本 航（1年） 

奨励賞 ・・・・・・・・・・・・・前 深里（2年） 今井 咲（1年） 

   第 14回広島県高等学校絵画・彫刻コンクール               

 団体賞 広島県第一位（広島県教育委員会賞）                 平成 27年度全国大会県代表（油絵 S50号）         

浜野 すみれ 

個人賞  広島県高等学校ＰＴＡ連合会会長賞 広島県四位 濵野 すみれ（2年）       

奨励賞・・・・・・・・・・・・・・  当天 春希、吉村 知恵理（2年）                             

第 8回全国高校生現代アートビエンナーレ展  

特別賞 加計美術館賞・・・・・・・・・橋本 悠生 3年他入選 5名           

第 16回全国高等学校版画選手権大会 予選通過全国 12 校（西日本代表）本戦出場 

 団体賞 審査員特別賞 （佐渡市） 

全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（広島県） 

         濱野 すみれ（絵画県代表）2 年  

 

 

広島市長賞 倉田朋佳 

平成 28 年（2016年） 

  第 44回広島県高等学校デザインコンクール ５つの特別賞独占         

学校賞 広島県第一位（広島県教育委員会賞） 

個人賞 準グランプリー 広島市長賞 広島県二位     松田 剣輔（1 年）            

         広島県教育委員会賞 広島県 三位        今井 咲（2年） 

         広島県高等学校文化連盟賞 広島県四位      松浦 真菜（2年） 

         広島県高等学校ＰＴＡ連合会会長賞 広島県五位  橋本 蓮（2年） 

         奨励賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 百萌（2年） 

     第 15回広島県高等学校絵画・彫刻コンクール  

団体賞  広島県第一位（広島県教育委員会賞）               平成 28年度全国大会デザイン部門県代表作 

個人賞 彫刻部門大賞（広島県一位 ）橋本 鈴（2年）                    松田 剣輔 

絵画部門   奨励賞 張本 航（2年）               

全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（宮城県）    

松田 剣輔（デザイン県代表）  1 年 

橋本 鈴 （彫刻県代表）     2年                 

      

 

 

平成 28年度全国大会彫刻部門県代表作  橋本 鈴 



第 1７回全国高等学校版画選手権大会予選通過 西日本代表 本戦出場 

団体部門 審査員特別賞    

       個人部門 全国第一位  新潟日報社賞     橋本 鈴（2年） 

            全国第二位  ＮＨＫ新潟放送局賞  大野 芽依（1年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国一位 橋本 鈴                 全国二位 大野 芽依 

第１７回全国高等学校版画選手権大会予選通過 本戦出場 団体部門 西日本代表 予選通過し本戦出場果たした 3名の作品 ） 

 

 

 

      

 

 

 

 

橋本 連 2年               富田 菜月 2年         堺 喜久佳 2年     

県美展  出品  6名入選            ２０１７全国高校生ビエンナーレ展  

デザイン部門 奨励賞  松浦 真菜（2年）         全国三位 倉敷商工会議所会頭賞  今井 咲（3年） 

 

奨励賞 松浦 真菜                           全国三位  今井 咲 

フェニックス賞受賞式 受賞 橋本 鈴（3 年）       

                       



  平成 29年（2017年）                 

 第 45広島県高等学校デザインコンクール         

学校賞 広島県第一位（広島県教育委員会賞）                 

        個人賞  広島市長賞 広島県二位 松田 剣輔（2年） 

奨励賞 大野 芽依(2年) 野口 明日香（1年）特選 6名 

第 1６回広島県高等学校絵画・彫刻コンクール 

個人賞  彫刻部門  広島県二位広島県教育委員会賞）樋原 悠加（1年） ・ 土井 菜々美（1年）  

全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（長野県）  

         デザイン部門県代表   2年  松田 剣輔 

    彫刻部門県代表   1 年 樋原 悠加（1年） ・ 土井 菜々美（1年）  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

平成 28年全国大会県代表（デザイン部門）      平成 28年度全国大会県代表（彫刻部門）  

松田 剣輔（2年）              樋原 悠加（1年） 土井 菜々美（1年）     

第１８回全国高等学校版画選手権大会 

団体部門   結果 審査員特別賞 

     個人部門  全国二位 ＮＨＫ新潟放送局賞 小坂 優呂（2 年）        

 

 

 

 

 

           

                        小坂 優呂（2年）  

予選通過 団体部門 西日本代表 予選通過し本戦出場果たした 3名の作品 ） 

 

    大野 芽依(2年)      松田 剣輔（2年）       栗栖 悠里（2年）           

松田 剣輔（ 



 平成３０年（２０１８） 

第 4６広島県高等学校デザインコンクール 上位賞独占        

学校賞 広島県第一位（広島県教育委員会賞）7年連続                 

 個人賞 特別賞 5つの特別賞のうちの 3つが本校  応募点数 600点余り  

広島県知事賞                  広島県第一位 澤田 梢子 （1年） 

広島市長賞                   広島県第二位 片山 明日佳（1年） 

広島県高等学校 PTA連合会会長賞  広島県第五位 高藤 百音 （1年） 

奨励賞 11点中 4点本校 

野口 明日香（２年）土井 菜々美（２年）田中 綾（1年） 横田 幸奈（1年） 

特選  河野 あずさ（1年） 

       

県知事賞 澤田 梢子     市長賞 片山 明日佳     PTA連合会会長賞 高藤 百音 

奨励賞 4点 

     

野口 明日香(2年)    横田 幸奈（1年）     土井 菜々美（2年）     田中 綾（1年） 

第 1７回広島県高等学校絵画・彫刻コンクール 

学校賞  広島県二位  広島県高等学校文化連盟会長賞 

個人賞  立体部門   大賞 釣谷 聡次郎（1年） 

     絵画部門   広島県高等学校美術連盟賞  田中 綾（1年） 

            広島県高等学校美術連盟賞  高藤 百音（1年） 

            特選            樋原 悠加（2年） 

                          桒原 麻莉菜（1年） 

             

        彫刻 釣谷 聡次郎       高藤 百音            田中 綾 

 



7年連続全国大会出場 全国高等学校総合文化祭絵画・工芸部門（佐賀県）  

         デザイン部門広島県代表   澤田 梢子 （1年） 

         彫刻部門広島県代表     釣谷 聡次郎（1年） 

 

                  

デザイン部門県代表 澤田 梢子（1年）   

彫刻部門県代表 釣谷 聡次郎（1年） 

第 1９回全国高等学校版画選手権大会予選通過 西日本代表 本戦出場 

団体部門 西日本ブロック代表校（5年連続） 予選突破 本戦出場 

出場する 3 人の生徒 

           

釣谷 聡次郎（1年）         高藤 百音（1年）        田中 綾（1年） 

       個人部門 全国第四位  NST賞     小林 さわ（１年） 

            全国第七位  サドテレビ賞  河野 あずさ（1年） 

           

全国第四位  NST賞 小林 さわ（１年）              全国第七位 サドテレビ 賞 河野 あずさ（1年） 


