
群馬青年ビエンナーレ2008 ／入賞・入選者一覧

氏名 年齢 住所 作品名 技法・材質 寸法等

【 大賞 】

大矢加奈子 25 神奈川県座間市 Vanilla Days アクリル、油彩、カシュー・パネル（8点組） 200×300cm

【 優秀賞 】

永田惇哉 21 東京都町田市 a family 油彩・カンヴァス 145×112cm

松岡圭介 27 宮城県仙台市 a elephant man 木、磁石、鉄粉 153×135×88cm

【 奨励賞 】

青田真也 25 愛知県名古屋市 untitled 削られた既製品（木製の面、木彫りの熊、プラスチックボトル、 
雑誌『少年ジャンプ』、将棋盤と駒、レコード、レンガ、塩化ビニル管） 180×300×200cm

麻生知子 25 埼玉県所沢市 家の中 油彩・カンヴァス 224.2×291cm

奥田栄希 22 東京都練馬区
ある未完の上にある未
完。

アニメーション 17分3秒

滝澤幸子 22 東京都東大和市 frantic tea chat 油彩・カンヴァス 22×27.3cm

藤部恭代 29 京都府八幡市 sacrifical corsage FIG 油彩、アクリル・綿布 194×130.3cm

【 入選 】

赤坂有芽 23 東京都北区 Stories プロジェクター、DVDプレイヤー、映像 250×200×200cm / 1分43秒　

上浦　舞 27 兵庫県尼崎市 untitled 油彩、パステル・カンヴァス 130.3×162cm

大石晃裕 24 東京都町田市 x=yの種 シルクスクリーン、ウォームグラフ・紙 290×290×3.5cm

大崎晴地 26 東京都北区 Pallesthesia ネオン管、椅子、加振器、PC、ＰＩＣ、リレー、アンプ 300×300×300cm

岡部史朗 30 東京都国分寺市
blooming endless 
/ the later world

プロジェクター、DVDプレーヤー、スクリーン、アニメー
ション

140×140cm/5分

小沢裕子 23 東京都小平市 金のエンゼル 紙、両面テープ、剥離紙 280×220×100cm

加藤　亮 29 東京都東大和市 なぜ会いたいと思うの？ FRP、ラッカー、ウレタン、エナメル 300×300×300cm

金澤麻由子 26 京都府京都市
実存比喩－O・F・ボルノ
ウの『夜の空間』より－

映像 3分30秒

鎌倉明弘 26 神奈川県相模原市
高次元現出装置(回転綿
棒立体)

綿棒、木材、金属、モーター 274×174×174cm

小穴恵子 28
Munster-Nienberge, 
Germany

Ran 水彩、アクリル・紙 (2点組) 各40×30×6cm

肥沼義幸 25 埼玉県所沢市 終わりなき沈黙 木炭・紙 (3点組) 200×250cm

佐藤　悠 22 茨城県取手市 white trace ミクストメディア 30×200×140cm

清水智裕 31 東京都小平市 紅白ライン 油彩・カンヴァス 200×162cm

下薗城二 28 東京都世田谷区 15:50:02 ゼラチンシルバープリント 80×100cm

下薗城二 28 東京都世田谷区 10:29:31 ゼラチンシルバープリント 80×100cm

杉浦美江 27 京都府京都市 リヴ 発泡スチロール、シリコン、着色 180×140×95cm

鈴木　光 24 東京都小平市 ドラエモン モニター、DVDプレーヤー、畳、木、映像 90×250×250cm/17分16秒

鈴木弥栄子 28 神奈川県藤沢市 白い夢 油彩、白亜地・綿布 145.5×145.5cm

田中七星 30 埼玉県蕨市 BUZZ ドローイング・紙 (99点組) 299.3×271cm

谷澤紗和子 25 京都府京都市
彼もまた彼女のことを思
い出せない様な気がした

ウィッグ、釣り竿 250×300×300cm

寺島　茜 28 神奈川県海老名市 もっと、ずっと深く アクリル・カンヴァス 145.5×112cm

友政麻理子 26 埼玉県新座市
モデルイグルー／フジヅ
カ

写真 (14点組) 230×170cm

長島聡子 27 東京都足立区 くり返し洗われたTシャツ 油性インク、シルクスクリーン、綿 90×80×300cm

鳴海　愛 29 神奈川県相模原市 The garden 粘土、スタイロフォーム、アクリル絵具、椅子 100×180×180cm

平川恒太 20 東京都町田市 おぼえTERO アクリル、油彩・綿布 162.2×112.1cm

福本　歩 28 神奈川県横浜市 ニュー骨董2008 陶、木、布 250×230×280cm

ナオミ・ヘニッヒ 28 Edinburgh, UK
Let me take you down 
'cause I'm going to...

映像 10分48秒

ナオミ・ヘニッヒ 28 Edinburgh, UK INSULA SACRA 映像 6分39秒

槙原泰介 30 東京都新宿区 play ポストホルン、モーター 160×100×30cm

水谷　一 31 神奈川県座間市 BREACH シャープペンシル・紙 272×272cm

水谷みとも 28 愛知県名古屋市 crocodile balloon FRP、油彩、色鉛筆 50×50×120cm

三輪まり子 24 東京都北区
パラ・フォーミング・プラン
ターズ

ミクストメディア 70×230×280cm

村上　郁 26 東京都世田谷区 Phantasma (エヂンバラ) ミクストメディア 75×75×22cm



森　靖 24 東京都練馬区 火の位 樟、彩色 240×100×80cm

諸橋明香 29 東京都台東区 anger planet 結束ひも、チューブ 300×300×300cm

門内幸恵 27 愛知県名古屋市 亡霊退治～integral～ 油彩・カンヴァス 145.5×300cm

山上晃葉 23 東京都八王子市
そしておそらく一生つづく
こともない

リトグラフ、ポリエステル布、綿 160×300×30cm

山路紘子 24 神奈川県横浜市 black screen 油彩・カンヴァス 62.5×80.3cm

由比雅子 28 London, UK
suppose everything i 
TELL you is a lie

モニター、DVDプレーヤー、木、プラレール、スチレン
ボード、 映像

45×140×120cm/3分58秒

吉岡雅哉 26 兵庫県神戸市 個室 油彩・カンヴァス 97×130.3cm

好宮佐知子 30 神奈川県横浜市 降る（4月） 鉛筆、水彩、白亜地・寒冷紗、パネル 90×160cm


