
「公募団体ベストセレクション 美術 2015」　出品作家リスト
会期：平成27年5月4日(月・祝）―27日(水)

東京都美術館

No. 所属団体名 ジャンル 作家名 作家名かな 出身地
1 佐野　儀雄 さの　よしお 兵庫県
2 棚瀬　修次 たなせ　しゅうじ 三重県
3 泉谷　淑夫 いずみや　よしお 神奈川県
4 藤田　裕子 ふじた　ゆうこ 東京都
5 彫刻 小林　達也 こばやし　たつや 東京都
6 久保田　辰男 くぼた　たつお 広島県
7 佐藤　道雄 さとう　みちお 北海道
8 山本　勇 やまもと　いさむ 石川県
9 久保　慶議 くぼ　みちのり 京都府
10 杉　僑二 すぎ　たかし 山口県
11 小島　房子 こじま　ふさこ 埼玉県
12 長森　雅世 ながもり　まさよ 東京都
13 堀　研 ほり　けん 山口県
14 土屋　豊 つちや　ゆたか 長野県
15 猪爪　彦一 いのつめ　ひこいち 新潟県
16 矢板　晶一 やいた　あきかず 栃木県
17 山本　麻矢 やまもと　まや 京都府
18 平野　元起 ひらの　もとき 東京都
19 田中　栄作 たなか　えいさく 群馬県
20 池山　阿有 いけやま　あゆう 新潟県
21 青栁　敏夫 あおやぎ　としお 東京都
22 福田　あさ子 ふくだ　あさこ 栃木県
23 中土居　正記 なかどい　まさき 広島県
24 江村　正光 えむら　せいこう 山口県
25 塩川　髙敏 しおかわ　たかとし 長野県
26 大森　啓 おおもり　あきら 富山県
27 冨井　綾子 とみい　あやこ 栃木県
28 前田　政晴 まえだ　まさはる 奈良県
29 米倉　泉 よねくら　いずみ 東京都
30 赤星　啓介 あかほし　けいすけ 福岡県
31 三島　樹一 みしま　きいち 北海道
32 林　宏 はやし　ひろし 東京都
33 西村　大喜 にしむら　だいき 兵庫県
34 松﨑　融 まつざき　とおる 東京都
35 清水　昌子 しみず　よしこ 東京都
36 大木　夏子 おおき　なつこ 埼玉県
37 井上　武 いのうえ　たけし 福岡県
38 錦織　重治 にしこおり　しげはる 島根県
39 小材　啓治 こざい　けいじ 熊本県
40 田中　秀樹 たなか　ひでき 東京都
41 福田　須美 ふくだ　すみ 東京都
42 古川　邦彦 ふるかわ　くにひこ 兵庫県
43 古田　由美子 ふるた　ゆみこ 福岡県
44 奥村　拓郎 おくむら　たくろう 新潟県
45 杉　英行 すぎ　ひでゆき 熊本県
46 山﨑　弘 やまざき　ひろし 東京都
47 結城　智子 ゆうき　ともこ 東京都
48 森　慎司 もり　しんじ 奈良県
49 小林　宏至 こばやし　ひろし 東京都

示現会 洋画

自由美術協会 洋画

彫刻

主体美術協会 洋画

行動美術協会 洋画

彫刻

光風会 洋画

国画会 洋画

版画

彫刻

工芸

一陽会 洋画

一水会 洋画

旺玄会 洋画
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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
50 前田　舜敏 まえだ　しゅんびん 宮崎県
51 松島　治基 まつしま　はるき 栃木県
52 大石　洋次郎 おおいし　ようじろう 大阪府
53 金谷　ちぐさ かなたに　ちぐさ 北海道
54 志野　和男 しの　かずお 大阪府
55 杉藤　万里子 すぎとう　まりこ 愛知県
56 いしだ　ふみ いしだ　ふみ 京都府
57 山内　秀臣 やまのうち　ひでおみ 兵庫県
58 平田　智香 ひらた　ちか 東京都
59 沼本　秀昭 ぬまもと　ひであき 広島県
60 豊澤　めぐみ とよさわ　めぐみ 東京都
61 加藤　裕之 かとう　ひろゆき 岩手県
62 江村　忠彦 えむら　ただひこ 岡山県
63 森　史夫 もり　ちかお 京都府
64 田中　遵 たなか　まもる 神奈川県
65 森　治郎 もり　じろう 神奈川県
66 酒井　敦彦 さかい　あつひこ 長崎県
67 尾中　真理 おなか　まり 愛知県
68 宇美　拓哉 うみ　たくや 福岡県
69 烏頭尾　精 うとお　せい 奈良県
70 重政　啓治 しげまさ　けいじ 山口県
71 野畑　直子 のばた　なおこ 東京都
72 雲丹亀　利彦 うにがめ　としひこ 兵庫県
73 程塚　敏明 ほどづか　としあき 千葉県
74 小川　尊一 おがわ　たかいち 岡山県
75 谷貝　文恵 やがい　ふみえ 東京都
76 田中　晶子 たなか　あきこ 岡山県
77 磯崎　俊光 いそざき　としみつ 茨城県
78 前原　喜好 まえはら　きよし 群馬県
79 平野　行雄 ひらの　ゆきお 埼玉県
80 古渡　理行 ふるわたり　まさゆき 茨城県
81 大津　英敏 おおつ　えいびん 福岡県
82 馬越　陽子 まこし　ようこ 東京都
83 花澤　洋太 はなざわ　ようた 東京都
84 大泉　佳広 おおいずみ　よしひろ 三重県
85 横前　秀幸 よこまえ　ひでゆき 長野県
86 齋藤　賢司 さいとう　けんじ 東京都
87 田浦　哲也 たうら　てつや 福岡県
88 山岡　明日香 やまおか　あすか 滋賀県
89 小田　信夫 おだ　のぶお 大阪府
90 安田　明長 やすだ　あきなが 東京都
91 林　一平 はやし　いっぺい 石川県
92 高取　克次 たかとり　かつじ 東京都
93 南口　清二 みなみぐち　せいじ 大阪府
94 吉岡　正人 よしおか　まさと 大阪府
95 戸田　麻子 とだ　あさこ 長崎県
96 伊勢　信子 いせ　のぶこ 京都府
97 堤　一彦 つつみ　かずひこ 愛知県
98 江尻　昭子 えじり　しょうこ 新潟県
99 天野　富美男 あまの　ふみお 兵庫県
100 沼田　初江 ぬまた　はつえ 千葉県
101 磯部　美代子 いそべ　みよこ 熊本県
102 山本　恭平 やまもと　きょうへい 広島県

彫刻（SD)

二紀会 洋画

彫刻

日洋会 洋画

東光会 洋画

独立美術協会 洋画

二科会 洋画

彫刻

水彩連盟 水彩画

創画会 日本画

創元会 洋画

春陽会 洋画

版画

新制作協会 洋画

彫刻
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103 吉田　千恵 よしだ　ちえ 愛知県
104 森　美樹 もり　みき 徳島県
105 林　秀樹 はやし　ひでき 京都府
106 谷野　剛史 たにの　つよし 京都府
107 村山　春菜 むらやま　はるな 大阪府
108 森野　泰明 もりの　たいめい 京都府
109 伊藤　裕司 いとう　ひろし 京都府
110 原　益夫 はら　ますお 新潟県
111 百貫　俊夫 ひゃっかん　　としお 石川県
112 加藤　令吉 かとう　れいきち 愛知県
113 木下　五郎 きのした　ごろう 東京都
114 武腰　一憲 たけごし　かずのり 石川県
115 河野　榮一 かわの　えいいち 大阪府
116 武田　司 たけだ　つかさ 千葉県
117 久保田　勝巳 くぼた　かつみ 岐阜県
118 田代　久美子 たしろ　くみこ 長崎県
119 松永　弘 まつなが　ひろし 熊本県
120 矢野　鈴子 やの　すずこ 福岡県
121 村山　哲 むらやま　てつ 愛知県
122 阿部　鉄太郎 あべ　てつたろう 兵庫県
123 髙野　眞吾 たかの　しんご 愛知県
124 鈴木　紹陶武 すずき　つとむ 愛知県
125 菱田　俊子 ひしだ　としこ 埼玉県
126 鈴木　吐志哉 すずき　としや 東京都
127 野嶋　革 のじま　あらた 滋賀県
128 鷲野　佐知子 わしの　さちこ 東京都
129 井手　康人 いで　やすと 福岡県
130 三浦　愛子 みうら　あいこ 神奈川県
131 小島　和夫 こじま　かずお 北海道
132 染谷　香理 そめや　かおり 島根県
133 加藤　裕子 かとう　ひろこ 東京都
134 池田　良則 いけだ　よしのり 京都府
135 伊藤　晴子 いとう　はるこ 東京都
136 小木曽　誠 おぎそ　まこと 奈良県
137 立花　博 たちばな　ひろし 岡山県
138 上床　利秋 うわとこ　としあき 鹿児島県
139 中村　優子 なかむら　ゆうこ 群馬県
140 前芝　武史 まえしば　たけし 大阪府
141 森中　喬章 もりなか　たかあき 三重県
142 伊藤　行子 いとう　ゆきこ 東京都
143 竹内　庸悦 たけうち　ようえつ 千葉県
144 加藤　勝久 かとう　かつひさ 東京都
145 甲谷　武 こうたに　たけし 三重県
146 相馬　亮 そうま　りょう 福島県
147 峰岡　順 みねおか　じゅん 宮城県
148 藤原　哲朗 ふじわら　てつろう ―
149 村松　俊夫 むらまつ　としお 山梨県
150 稲田　明 いなだ　あきら 京都府
151 富張　広司 とみはり　ひろし 茨城県

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

日本水彩画会 水彩画

日本彫刻会 彫刻

日本版画協会 版画

日展 日本画

工芸
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