
    「公募団体ベストセレクション 美術 2016」出品作家リスト

会期：平成28年5月4日（水・祝）－5月27日（金）
東京都美術館

No. 所属団体名 作家名 作家名かな 出身地

1 大場　吉美 おおば　よしみ 石川県

2 三阪　雅彦 みさか　まさひこ 大阪府

3 大久保　綾子 おおくぼ　あやこ 東京都

4 白井　正浩 しらい　まさひろ 石川県

5 神山　茂樹 かみやま　しげき 東京都

6 田島　健次 たじま　けんじ 三重県

7 山名　將夫 やまな　まさお 大阪府

8 保坂　晶 ほさか　あきら 埼玉県

9 伊藤　尚尋 いとう　なおひろ 和歌山県

10 中村　章子 なかむら　あきこ 東京都

11 奥山　幸子 おくやま　ゆきこ 北海道

12 松本　奈緒子 まつもと　なおこ 大阪府

13 阿部　直昭 あべ　なおあき 福岡県

14 石原　恒人 いしはら　つねと 東京都

15 辻　司 つじ　つかさ 大阪府

16 森井　宏青 もりい　ひろはる 大阪府

17 津村　健一 つむら　けんいち 兵庫県

18 林　宜子 はやし　よしこ 兵庫県

19 原　孝 はら　たかし 群馬県

20 長谷川　仂 はせがわ　つとむ 愛知県

21 竹久　秀樹 たけひさ　ひでき 千葉県

22 堀　研一 ほり　けんいち 新潟県

23 茶谷　雄司 ちゃや　ゆうじ 北海道

24 井上　悟 いのうえ　さとる 東京都

25 岩岡　航路 いわおか　こうじ 東京都

26 遠藤　正俊 えんどう　まさとし 山形県

27 塩出　麻美 しおで　あさみ 愛媛県

28 小原　喜夫 おはら　よしお 三重県

29 角田　元美 つのだ　もとみ 神奈川県

30 大山　恵美子 おおやま　えみこ 群馬県

31 笠原　鉄明 かさはら　てつあき 富山県

32 渡辺　忍 わたなべ　しのぶ 北海道

33 渡部　直 わたなべ　すなお 島根県

34 古澤　万千子 ふるさわ　まちこ 東京都

35 綿貫　倫子 わたぬき　ともこ 東京都

36 藤井　慎介 ふじい　しんすけ 静岡県

37 中川　澄子 なかがわ　すみこ 東京都

38 瀧井　利子 たきい　としこ 福岡県

39 中西　敦 なかにし　あつし 大阪府

一陽会

一水会

旺玄会

行動美術協会

光風会

国画会

示現会
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40 髙橋　敬子 たかはし　けいこ 山形県

41 高橋　靖子 たかはし　やすこ 北海道

42 村田　知子 むらた　ともこ 熊本県

43 吉見　博 よしみ　ひろし 高知県

44 池田　宗弘 いけだ　むねひろ 東京都

45 森　真 もり　まこと 兵庫県

46 井上　樹里 いのうえ　じゅり 東京都

47 グェン　ディン　ダン グェン　ディン　ダン ベトナム・ハノイ

48 﨤町　勝治 そりまち　かつじ 長野県

49 水戸部　千鶴 みとべ　ちづ 北海道

50 武田　百合子 たけだ　ゆりこ 宮城県

51 高岸　まなぶ たかぎし　まなぶ 東京都

52 畠山　昌子 はたけやま　しょうこ 北海道

53 有吉　宏朗 ありよし　ひろあき 沖縄県

54 安部　一博 あべ　かずひろ 高知県

55 松島　順子 まつしま　じゅんこ 東京都

56 髙浦　とみ子 たかうら　とみこ 東京都

57 木嶋　正吾 きじま　しょうご 山形県

58 樺山　祐和 かばやま　さちかず 福岡県

59 高堀　正俊 たかほり　まさとし 神奈川県

60 渡辺　有葵 わたなべ　ゆうき 静岡県

61 増井　岳人 ますい　たけと 神奈川県

62 木方　立樹 きかた　たちき 愛知県

63 大野　良一 おおの　りょういち 高知県

64 杉田　文哉 すぎた　ふみや 三重県

65 森相　實 もりあい　みのる 東京都

66 越野　邦夫 こしの　くにお 鳥取県

67 岩脇　哲也 いわわき　てつや 三重県

68 白井　洋子 しらい　ようこ 福島県

69 𡈽手　朋英 どて　ともひで 京都府

70 津田　一江 つだ　かずえ 東京都

71 牧野　一泉 まきの　かずみ 長野県

72 西久松　吉雄 にしひさまつ　よしお 京都府

73 清水　豊 しみず　ゆたか 大阪府

74 松﨑　良夫 まつざき　よしお 福島県

75 髙橋　正一 たかはし　まさかず 東京都

76 池上　わかな いけがみ　わかな 岡山県

77 難波　滋 なんば　しげる 岡山県

78 北本　雅己 きたもと　まさき 島根県

79 金子　剛 かねこ　たかし 佐賀県

80 高田　啓介 たかだ　けいすけ 岩手県

自由美術協会

主体美術協会

春陽会

新制作協会

水彩連盟

創画会

創元会

東光会

2



    「公募団体ベストセレクション 美術 2016」出品作家リスト

会期：平成28年5月4日（水・祝）－5月27日（金）
東京都美術館

81 福島　瑞穂 ふくしま　みずほ 広島県

82 佃　彰一郎 つくだ　しょういちろう 大阪府

83 大原　修一 おおはら　しゅういち 神奈川県

84 橋本　大輔 はしもと　だいすけ 茨城県

85 吉井　英二 よしい　えいじ 高知県

86 五味　祥子 ごみ　よしこ 山梨県

87 寺田　眞 てらだ　まこと 東京都

88 竹内　幸子 たけうち　さちこ 東京都

89 島田　紘一呂 しまだ　こういちろう 東京都

90 市川　明廣 いちかわ　あきひろ 愛知県

91 本多　智雄 ほんだ　ともお 茨城県

92 難波　平人 なんば　ひらと 山口県

93 木原　正徳 きはら　まさのり 長野県

94 舩岳　紘行 ふなおか　ひろゆき 岡山県

95 樋口　健介 ひぐち　けんすけ 福岡県

96 日野　宏紀 ひの　ひろき 北海道

97 横山　徹 よこやま　とおる 滋賀県

98 上月　佳代 こうづき　かよ 徳島県

99 三原　捷宏 みはら　かつひろ 広島県

100 稲葉　徹應 いなば　てつおう 岐阜県

101 星川　登美子 ほしかわ　とみこ 埼玉県

102 武田　直美 たけだ　なおみ 東京都

103 米倉　正美 よねくら　まさみ 神奈川県

104 諸星　美喜 もろほし　みき 福島県

105 岩田　壮平 いわた　そうへい 愛知県

106 松浦　丈子 まつうら　たけこ 京都府

107 森　桃子 もり　ももこ

108 西山　邦彦 にしやま　くにひこ 長野県

109 原　典生 はら　のりお 東京都

110 佐藤　好昭 さとう　こうしょう 福岡県

111 月岡　裕二 つきおか　ゆうじ 東京都

112 青木　宏憧 あおき　こうどう 東京都

113 川口　満 かわぐち　みつる 長崎県

114 友定　聖雄 ともさだ　まさお 兵庫県

115 早瀨　郁惠 はやせ　いくえ 高知県

116 本間　秀昭 ほんま　ひであき 新潟県

117 武澤　冨士子 たけざわ　ふじこ 北海道

118 綱川　サト子 つなかわ　さとこ 栃木県

119 宗廣　恭子 むねひろ　きょうこ 福岡県

120 李　志宏 り　しこう 中国・上海

独立美術協会

二科会

二紀会

日洋会

日展

日本水彩画会
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121 寺山　三佳 てらやま　みか 埼玉県

122 小宮山　美貴 こみやま　みき 茨城県

123 森　矢真人 もり　やまと 東京都

124 武本　大志 たけもと　たいし 兵庫県

125 宮崎　文子 みやざき　ふみこ 神奈川県

126 結城　泰介 ゆうき　たいすけ 東京都

127 斉藤　里香 さいとう　りか 東京都

128 坂井　孝祥 さかい　たかよし 東京都

129 國司　華子 くにし　はなこ 東京都

130 松岡　歩 まつおか　あゆむ 神奈川県

131 谷　善徳 たに　よしのり 石川県

132 大石　朋生 おおいし　ともお 神奈川県

133 川島　優 かわしま　ゆう 静岡県

134 木原　和敏 きはら　かずとし 広島県

135 平澤　篤 ひらさわ　あつし 福島県

136 丸山　勉 まるやま　つとむ 栃木県

137 関口　雅文 せきぐち　まさふみ 新潟県

138 清家　悟 せいけ　さとる 愛媛県

139 辻畑　隆子 つじはた　たかこ 大分県

140 田原迫　華 たはらさこ　はな 鹿児島県

141 東　俊一 あずま　しゅんいち 大阪府

142 浜砂　ルイ子 はますな　るいこ 熊本県

143 木谷　弘 きたに　ひろむ 徳島県

144 石川　早苗 いしかわ　さなえ 兵庫県

145 立花　古陸 たちばな　ころく 京都府

146 鶴見　厚子 つるみ　あつこ 東京都

147 柳澤　信男 やなぎさわ　のぶお 東京都

148 阪井　ようこ さかい　ようこ 東京都

149 都築　邦春 つづき　くにはる 愛知県

150 片岡　眞幸 かたおか　まさき 東京都

151 柳沢　美奈子 やなぎさわ　みなこ 愛媛県

モダンアート協会

日本彫刻会

日本版画協会

日本美術院

白日会

美術文化協会
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