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no. 所属団体名 ジャンル 作家名 作家名かな 出身地

1 舘野　弘 たての　ひろし 茨城県

2 小松　富士子 こまつ　ふじこ 東京都

3 岡田　彌生 おかだ　やよい 東京都

4 古田　恵子 ふるた　けいこ 富山県

5 彫刻 小林　一夫 こばやし　かずお 長野県

6 田中　義昭 たなか　よしあき 神奈川県

7 武藤　初雄 ぶとう　はつお 大阪府

8 浅見　文紀 あさみ　ふみのり 埼玉県

9 宇野　のり子 うの　のりこ 石川県

10 松田　敬三 まつだ　けいぞう 宮城県

11 加藤　良子 かとう　りょうこ 東京都

12 馬場　由紀子 ばば　ゆきこ 東京都

13 神田　一明 かんだ　かずあき 東京都

14 守谷　史男 もりや　ふみお 愛媛県

15 森　倫章 もり　ともあき 北海道

16 前田　香織 まえだ　かおり 福島県

17 村上　泰造 むらかみ　たいぞう　 京都府

18 湯村　光 ゆむら　ひかる 鳥取県

19 内藤　友博 ないとう　ともひろ 東京都

20 桑原　富一 くわばら　とみかず 福島県

21 渡邊　裕公 わたなべ　ひろあき 愛媛県

22 関野　智子 せきの　ともこ 岡山県

23 福本　弥生 ふくもと　やよい 広島県

24 多納　三勢 たのう　さんせい 島根県

25 徳弘　亜男 とくひろ　あお 東京都

26 石丸　康生 いしまる　やすお 山口県

27 五島　綾子 ごしま　あやこ 静岡県

28 青木　鐵夫 あおき　てつお 静岡県

29 園城寺　建治 おんじょうじ　けんじ 茨城県

30 鈴木　修一 すずき　しゅういち 静岡県

31 柴田　善二 しばた　ぜんぞう 福岡県

32 原　透 はら　とおる 東京都

33 合田　のぞむ ごうだ　のぞむ 京都府

34 川野　恭和 かわの　みちかず 鹿児島県

35 三戸部　克子 みとべ　かつこ 北海道

36 工藤　聖美 くどう　きよみ 神奈川県

37 鈴木　實 すずき　みのる 青森県

38 大渕　繁樹 おおぶち　しげき 東京都

39 山岡　健造 やまおか　けんぞう 千葉県

40 小倉　信一 おぐら　しんいち 東京都

41 公文　淳子 くもん　じゅんこ 埼玉県

42 栗本　浩二 くりもと　こうじ 栃木県

43 小西　熙 こにし　ひろし 京都府

44 小野田　勝謙 おのだ　まさのり 東京都

45 長嶋　栄次 ながしま　えいじ 東京都

46 續橋　守 つづきばし　まもる 北海道

47 渡邉　俊行 わたなべ　としゆき 東京都

48 榎本　香菜子 えのもと　かなこ 神奈川県

49 橋本　礼奈 はしもと　れいな 北海道

一陽会 洋画

一水会 洋画

旺玄会 洋画

洋画

彫刻

光風会 洋画

彫刻

示現会 洋画

自由美術協会 洋画

国画会 洋画

版画

彫刻

工芸

行動美術協会

主体美術協会 洋画
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50 岩浪　弘 いわなみ　ひろし 東京都

51 大島　由美子 おおしま　ゆみこ 東京都

52 四谷　明子 よつや　あきこ 神奈川県

53 川野　美華 かわの　みか 大分県

54 渡辺　達正 わたなべ　たつまさ 愛知県

55 浜西　勝則 はまにし　かつのり 北海道

56 全田　紗和子 ぜんだ　さわこ　 東京都

57 金森　宰司 かなもり　さいじ 長野県

58 西田　周司 にしだ　しゅうじ 大阪府

59 田村　研一 たむら　けんいち 京都府

60 山口　蒼平 やまぐち　そうへい 愛知県

61 鈴木　武右衛門 すずき　ぶえもん 千葉県

62 河西　栄二 かさい　えいじ 山梨県

63 彫刻（SD) ゼロ・ヒガシダ ぜろ・ひがしだ 広島県

64 彫刻 伊藤　哲郎 いとう　てつろう 静岡県

65 川村　良紀 かわむら　よしのり 千葉県

66 西山　督夫 にしやま　とくお 埼玉県

67 岡野　亮介 おかの　りょうすけ 茨城県

68 池原　優子 いけはら　ゆうこ 沖縄県

69 小嶋　悠司 こじま　ゆうじ 京都府

70 宮城　真 みやぎ　まこと 京都府

71 小池　一範 こいけ　かずのり 京都府

72 宮島　弘道 みやじま　ひろみち 長野県

73 広岡　真彩彦 ひろおか　まさひこ 兵庫県

74 守屋　順吉 もりや　じゅんきち 埼玉県

75 小柴　悦子 こしば　えつこ 大連

76 奥田　敬介 おくだ　けいすけ 福岡県

77 飯泉　俊夫 いいずみ　としお 茨城県

78 松井　亨 まつい　とおる 茨城県

79 安森　征治 やすもり　せいじ 広島県

80 岡本　猛 おかもと　たけし 佐賀県

81 桜井　寛 さくらい　かん 長野県

82 林　敬二 はやし　けいじ 神奈川県

83 瀬島　匠 せしま　たくみ 広島県

84 高松　和樹 たかまつ　かずき 宮城県

85 黒川　彰夫 くろかわ　あきお 東京都

86 濱田　進 はまだ　すすむ 兵庫県

87 加覧　裕子 からん　ひろこ 東京都

88 山岸　睦 やまぎし　あつし 石川県

89 登坂　秀雄 とさか　ひでお 東京都

90 大村　富彦 おおむら　とみひこ 静岡県

91 川本　拓 かわもと　たく 神奈川県

92 滝　純一 たき　じゅんいち 長野県

93 玉川　信一 たまがわ　しんいち 福島県

94 立見　榮男 たつみ　ひでお 東京都

95 立石　真希子 たていし　まきこ 長崎県

96 梶　滋 かじ　しげる 兵庫県

97 永野　光一 ながの　こういち 北海道

98 花田　千絵 はなだ　ちえ 栃木県

99 塗師　祥一郎 ぬし　しょういちろう 石川県

100 岡田　征彦 おかだ　ゆきひこ 福岡県

101 黒阪　陽一 くろさか　よういち 広島県

102 黒政　幸義 くろまさ　ゆきよし 北海道

水彩連盟 水彩画

創画会 日本画

春陽会 洋画

版画

新制作協会 洋画

彫刻

創元会 洋画

東光会 洋画

独立美術協会 洋画

二科会 洋画

彫刻

二紀会 洋画

彫刻

日洋会 洋画
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103 古澤　洋子 ふるさわ　ようこ 石川県

104 野田　夕希 のだ　ゆき 東京都

105 片山　侑胤 かたやま　ゆういん 京都府

106 大西　健太 おおにし　けんた 滋賀県

107 竹内　恵利子 たけうち　えりこ 三重県

108 中井　貞次 なかい　ていじ 京都府

109 武腰　敏昭 たけごし　としあき 石川県

110 吉賀　將夫 よしか　はたお 山口県

111 小西　啓介 こにし　けいすけ 石川県

112 髙橋　貞夫 たかはし　さだお 長野県

113 藤田　仁 ふじた　ひとし 東京都

114 河合　徳夫 かわい　とくお 京都府

115 永澤　永信 ながさわ　えいしん 兵庫県

116 上原　利丸 うえはら　としまる 鹿児島県

117 荒木　惠子 あらき　けいこ 長崎県

118 茅野　吉孝 かやの　よしたか 神奈川県

119 工藤　純 くどう　じゅん 長野県

120 舟橋　淳司 ふなはし　じゅんじ 福岡県

121 山本　眞輔 やまもと　しんすけ 愛知県

122 亀谷　政代司 かめたに　まさよし 愛知県

123 楠元　香代子 くすもと　かよこ 鹿児島県

124 田丸　稔 たまる　みのる 島根県

125 遠藤　竜太 えんどう　りゅうた 山梨県

126 古谷　博子 ふるや　ひろこ 東京都

127 李　元淑 い　うぉんすく 釜山

128 山田　彩加 やまだ　あやか 愛媛県

129 髙島　圭史 たかしま　けいし 兵庫県

130 番場　三雄 ばんば　みつお 新潟県

131 山本　浩之 やまもと　ひろゆき 山口県

132 𠮷𠮷井　東人 よしい　はると 東京都

133 岩波　昭彦 いわなみ　あきひこ 長野県

134 三沢　忠 みさわ　ただし 長野県

135 斎藤　秀夫 さいとう　ひでお 福島県

136 有田　巧 ありた　たくみ 鳥取県

137 大友　義博 おおとも　よしひろ 熊本県

138 一鍬田　徹 ひとくわだ　とおる 千葉県

139 野原　昌代 のはら　まさよ 東京都

140 江藤　望 えとう　のぞむ 福岡県

141 五島　秀明 ごしま　ひであき 愛知県

142 乾　繁春 いぬい　しげはる 徳島県

143 鈴木秀明 すずき　ひであき 北海道

144 岡本　博実 おかもと　ひろみ 広島県

145 おづ　たかし おづ　たかし 三重県

146 深作　廣光 ふかさく　ひろみつ 茨城県

147 山田　展也 やまだ　のぶや 北海道

148 仲野　真 なかの　しん 岐阜県

149 山本　莞二 やまもと　かんじ 三重県

150 浅井　菜保子 あさい　なおこ 愛知県

151 古川　仁史 ふるかわ　ひとし 新潟県

日展 日本画

工芸

日本水彩画会 水彩画

日本彫刻会 彫刻

日本版画協会 版画

モダンアート協会 洋画

彫刻

版画

日本美術院 日本画

白日会 洋画

彫刻

美術文化協会 洋画


	プレス用（出身地有） (栃木)

