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トーキョーワンダーウォール公募2015入賞者・入選者決定 

若手クリエーターに作品発表の機会を提供し、支援・育成していくことを目的に、東京都とトーキョーワンダーサイトが連

携して実施している公募展「トーキョーワンダーウォール公募 2015」の入賞者及び入選者が決定しました。これらの作品

は、東京都現代美術館にて 6月6日(土)～6月28日(日)まで開催される入選作品展で展示されます。 

 

入賞者 

 

■トーキョーワンダーウォール賞 (賞状・副賞30万円) 

 

＜平面部門＞ 

稲川 江梨 《階段》 

香月 美菜 《From one stroke》 

庄司 朝美 《うしろ》 

タナカ ヤスオ 《NO88 分岐時間》 

千原 真実 《Untitled》 

中尾 慶一郎 《部屋》 

中野 奈々恵 《二時間半の永遠》 

水上 愛美 《vision 4》 

村上 早   《めぐらす》 

吉田 裕亮 《神さまの存在》 

 

＜立体・映像・インスタレーション部門＞ 

片貝 葉月 《感情纏身装身具／見世棚》 

桜間 級子 《バラ色の人生 La Vie En Rose》 

 

 

■トーキョーワンダーウォール審査員賞 (賞状) 

 

◎ 石原 慎太郎： 渡部 未乃 《外海》 （平面部門） 

◎ 大巻 伸嗣：  長沢 優希 《paradigm - shopping bag ＃2》 （立体・映像・インスタレーション部門） 

◎ 鴻池 朋子：  赤池 千怜 《アンネ・フランクに捧ぐ》 （平面部門） 

◎ 杉戸 洋：  中野 奈々恵   《二時間半の永遠》 （平面部門） 

◎ 丸山 直文：  中尾 慶一郎 《部屋》 （平面部門） 

◎ 山村 浩二：  片貝 葉月 《感情纏身装身具／見世棚》 （立体・映像・インスタレーション部門） 

◎ 今村 有策：  小川 潤也      《Secret》 （平面部門）

＜お問い合わせ ＞     〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 東京都現代美術館内   

公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 広報担当： 市川・藤井 

TEL: 03-5602-9881  FAX: 03-5602-9882  E-mail: press@tokyo-ws.org 



TOKYO WONDER SITE                                PRESS RELEASE 2015/6/8 

 

 

入選者データ 

 

■応募者数 

 

 

 

 

 

 

■入選者数 

 

 

 

 

 

 

■入選者 

TWSウェブサイトにて掲載しています。 

URL: http://www.tokyo-ws.org/news/2015/05/2015-1.shtml 

 

 

展覧会概要 

会期：  2015年6月6日（土）～ 6月28日（日） 

会場：  東京都現代美術館 企画展示室3階 （東京都江東区三好4-1-1） 

開館時間： 10:00～18:00 （入場は 17:30まで） 

休館日：  月曜日 

入場料：  無料 

主催：  東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 

協力：  公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 

ウェブサイト： 【東京都】 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/wonderwall/ 

【トーキョーワンダーサイト】 http://www.tokyo-ws.org 

 

審査員：  石原 慎太郎 （作家） 

大巻 伸嗣 （美術家／東京藝術大学准教授） 

鴻池 朋子 （美術家） 

杉戸 洋 （美術家／東京藝術大学准教授） 

丸山 直文 （美術家／武蔵野美術大学教授） 

山村 浩二 （アニメーション作家／東京藝術大学教授） 

今村 有策 （トーキョーワンダーサイト館長）  

＜敬称略＞  

平面部門 615名 
平均年齢         27.6歳  

最年少              7歳  

立体・映像・インスタレーション部門 68 名 
平均年齢         26.9歳  

最年少            19歳   

合計 683名 
 

  

平面部門 80名 
平均年齢         27.2歳 

最年少           17歳  

立体・映像・インスタレーション部門 9 名 
平均年齢        26.7歳 

最年少            21歳 

合計 89名     

[文書の引用文や注目すべき箇所の要

約を入力してください。テキスト ボ

ックスは文書のどの位置にも配置で

きます。抜粋用テキスト ボックスの

書式を変更するには、[描画ツール] 

タブを使用します。] 
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広報用画像 

 

「トーキョーワンダーウォール公募2015」 入賞作品  

●平面部門 

 

  

赤池 千怜 

《アンネ・フランクに捧ぐ》 

アクリル、綿布、パネル  2014年 

審査員賞（鴻池 朋子） 

 

 

稲川 江梨 

《階段》 

油彩、キャンバス  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

小川 潤也 

《Secret》 

油彩、キャンバス  2015年 

審査員賞（今村 有策） 

 

 

 
香月 美菜  

《From one stroke》 

アクリル  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

 

 

庄司 朝美 

《うしろ》 

油彩  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

タナカ ヤスオ 

《NO88 分岐時間》 

oil on canvas  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

  

 

千原 真実 

《Untitled》 

油彩、鉛筆、キャンバス  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

中尾 慶一郎 

《部屋》 

油彩、キャンバス  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

審査員賞（丸山 直文） 

 

中野 奈々恵  

《二時間半の永遠》 

コラージュ、 アクリル絵具、キャンバス  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

審査員賞（杉戸 洋） 
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●平面部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部 未乃 

《外海》 

油彩、アクリル、キャンバス  2015年 

審査員賞（石原 慎太郎） 

 

●立体・映像・インスタレーション部門 

 

   

水上 愛美 

《vision 4》 

油彩、キャンバス  2014年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

 

村上 早 

《めぐらす》 

銅版画  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

吉田 裕亮 

《神さまの存在》 

ミクストメディア、紙  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

   

 

片貝 葉月 

《感情纏身装身具／見世棚》 

ミクストメディア、木、モーター、電池、セロハンテープ、

段ボール、針金、紙、ビニールパイプ、ねじ、ナット、 

アルミホイル、ポンプ、銀紙  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

審査員賞（山村 浩二） 

 

桜間 級子  

《バラ色の人生 La Vie En Rose》 

映像  2014年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

 

長沢 優希 

《paradigm - shopping bag ＃2》  

レジ袋、鉄、ガラス、アクリル  2015年 

審査員賞（大巻 伸嗣） 

 

 


