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安藤静枝 伊藤貴美子 大石慶子 工藤善蔵 髙鶴悦子 菅恵子 中村泉
浜真由美 古畑由理子 みずきひろこ 山本美登里

青森県 石澤暁夫 小野裕正
岩手県 小岩宇美子

赤川祐輝 阿部伸子 荒井優菜 石川未加 大久保直子 太田朝子 大塚尚子
大堤和子 小川廣子 京フサ子 小林和子 小林紀子 根田紗那 佐々木七海
佐藤久美子 三浦茉子 梁田みい子 米山伸子

宮城県 佐伯勝司 鈴木修一
山形県 清水恵子 新野裕美
福島県 大谷勝美 草野順子 高橋克之 髙橋すずね 橋本広喜 長谷川裕美
茨城県 谷口立歩 松枝美由紀
栃木県 安齊美咲 石岡不二男 板橋正子 鈴木光一 田原輝夫 津久井陽平 中川孝司

梅田勝彦 小野寺光 亀井広明 工藤信芳 小西光子 貞嶋生子 佐藤純郎
佐藤そのえ 島崎寿郎 杉村光枝 高橋梨紗 田中いく子 田中美沙 原亮一
藤井良子 船倉千裕 舟田昭子 古川和恵 増田亨 宮岡瞳 吉川具明
芥川玲奈 いなむられいこ 榎戸直子 小林美知子 佐々木富喜子 杉野説子 田中節子
樽晃子 寺島恂子 中山泰子 二宮文子 根﨑三枝子 林里津子 松村益義
山下秀子
相沢克人 秋ゆかり 池田仲子 池原照代 石川明子 伊東経子 伊東明子
井山庄司 遠藤和子 大高利之 OkadaMayu 岡野満里子 岡本泰子 梶河武史
勝間田佳子 葛山敦子 樺島通恵 河上美砂子 木村洋子 工藤節子 黒木泰
小池啓子 小暮真理子 小林綾子 小山悦子 小山多喜子 高橋英夫 多田三子
田中正樹 垂井千恵子 千葉秀子（葛飾区） 千葉秀子（墨田区） 豊原富佐子 中木智津子 中島洋子
中西実保 中間淑子 長山悦子 南雲一道 滑川香代子 成川純子 沼賀美妹
橋本彰 平田保子 藤本好美 古川和子 保髙達朗 堀居里枝 マシキ貞子
町田洋子 松本由起子 的場美和 三鬼美咲 三島和子 望月カズコ 森川京子
森木麻新 八木道夫 山﨑櫻子 山田陽子 山中ちづ子 山本晴美 山脇冨士子
吉田百花 渡部昭子
秋田直輝 朝月理絵 安藤光子 石田正貴 磯英海 稲川蓉子 遠藤幸子
大楫和美 大久保君子 大塚さち子 大原壽彦 荻原厚子 折方梢 小泉よし子
小嶋礼子 佐藤裕美子 澤田昌子 重和子 下山千雪 関月子 髙島三枝子
髙野ユキ 高橋幸子 橘静子 辰巳ミレイ 立石貴代 茅野のり子 冨田多佳子
西澤静江 日塔憲夫 原真吾 松野ひとみ 松林彩子 丸谷洋子 溝口陽子
村井紫富 村岡泰代 村田聡子 森昭子 安原悦子 山田紀代 横山陽一
渡部須美子 渡辺たけひで

新潟県 阿部敏彦 恩田久雄 丸山恵理子
富山県 池田愛花里 川植隆一郎 中澤映佳 能島可奈 溝口紗也佳 森井大仁

伊藤真里奈 高山静子 千川岳志 角田優美 富田伸介 中村武志 丸田外美江
山田重和

福井県 仲村マリ子 牧野浩之
山梨県 芦澤起子 植松茂美 越中宏治

青木勇治 有賀正吉 大沢章子 大脇弘造 柄沢美恵子 こばやしようこ 小林玲子
小松紘一 小松秀徳 下島和子 関美枝子 高山俊子 伴野平 中嶋由美子
畑斡子 降旗和子 増田登志子 山本和子 吉沢信幸 吉田嘉名 吉野易子
伊藤初江 伊藤亮 稲葉彰 河嵜緑子 黒川麻理子 平田孝子 松村ふさ子
渡辺啓子

静岡県 池谷むつ子 萩原敏江
伊豆野法子 伊藤光崇 加藤弘孝 嘉陽美彌子 久保田洋子 鷹取貴美子 樋口慶子
本多和慶 マスナリリョウコ 宮田美恵子 山口弥生 山田妙子 渡辺恭子

滋賀県 池田直子 大原靜香 柏倉淑子 鎌田戸喜子 川島知志子 橋本宜代子
京都府 長谷川敦子 坂東隆 広田章夫 三谷紘子 宮﨑秀敏 山田ルビ子

浦政一 奥村幸 小倉和雄 小倉百合子 尾崎哲 岸田徳子 小坂歳子
小林直未 千福薫 副島和子 竹尾公秀 鳴川千恵子 西川欽也 星合洋子
松田夕子 松本かよこ 村田七月見 山下優子
浅田洋子 池永朱里 石井博子 岡本皖子 児林素樹 宋貴美子 西海晴子
能化あい子 福井映子 松下明 森本道代 柳裕子 山口惠子 山口幹雄

奈良県 厚芝ひろみ 阪口秀子 南展代 森田恵美
和歌山県 宮本偉敏 山﨑絢子
鳥取県 松本悦子

岩田賀代子 影山正人 影山蓮太 勝部桂子 田辺二枝 富田郁子 豊島美智恵
中島啓子 樋野梢 堀江睦子 山﨑一枝

岡山県 植田忠彦 若林毅
岩木秀子 菅原瑶子 竹広国敬 対馬久夫 出口すみれ 野口穂南美 三浦秀幸
籾井加代子 山本大也 横田招 吉田彩花

山口県 島﨑こずえ 田畑省自 松本幸夫
香川県 鍋坂やよい
徳島県 福田遼子

池田瑞穂 岩﨑可奈子 金山波也人 キヨミ 古賀けい子 向坂万基子 笹栗建二朗
重松淳子 谷口靖 野中隆之介 PURI PARAS 三小田眞智子

熊本県 井上あや 田畑親士
大分県 大庭和徳 園田ゆかり 平松和子 牧ひろ子 山村艶子 渡邉雄嗣
宮崎県 菊池憲

川東和代 黒木靖代 小島幸子 鈴木るり子 鈴山市郎 德重考一郎 西久美子
西村美幸 畠中チエ子 眞竹久美子

大阪府

兵庫県

広島県

島根県

福岡県

鹿児島県

絵画部入選者373名（内　会友204名、初入選40名）

北海道

秋田県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

石川県

長野県

岐阜県

愛知県
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北海道 鈴木優花 富田真衣 中嶋詩子 福地秀樹
岩手県 松本昌人
宮城県 佐藤聖大
栃木県 遠藤勇樹
群馬県 渡辺佳津利
埼玉県 鈴木芳朗 辻田敬
千葉県 一原章裕 斎木勝 佐々岡秀夫 庄司比佐子 三好敏弘

新井文枝 池田由紀子 泉明美 越前和代 加藤和子 國安珣子 佐伯明美
JOMEN and TANKO 内藤えつ子 中村孝太郎 布施滋子 本田巧緻 松本妃呂子 水島康夫
好富要

神奈川県 稲継豊毅 大崎弘子 小川貴子 佐々順子 下井美智子
新潟県 今井春雄 加藤美智子 黒田明子 近麗子 清水幸子 藤本市郎 圓山てつ
富山県 狭間潤子
長野県 池内通子

勝亦彰夫 小杉康雄 篠田泰雄 新貝和子 玉澤増雄 永田寿治 本多薫
本島建治 涌井彩子
浅井重一 石川敦之 伊藤豊子 鈴木洋子 長谷川和美 古橋久美子 三輪健郎
山口久子

大阪府 神田達男
兵庫県 小原万紀子 佐井章重 西野通広
鳥取県 近藤正徳
島根県 青山はつえ 大谷百合枝 SHOKO
広島県 中垣満

鹿児島県 中村　佳乃

北海道 佐藤邦子 園田陽子
宮城県 加藤紗和子 趙英鍵
福島県 菅野真理子 佐藤陽 須賀愛良
埼玉県 成島麻世 新井田宇謙
群馬県 三澤実 吉澤彩
千葉県 片岡千明 白井直子 西谷明子 安井華
東京都 加藤行彦 木住野百音 永林香穂 松山学 山下雅己

神奈川県 石井喜代子 轟颯馬 羽田顕佑 三木茂 向山武志 吉田結美
新潟県 杉崎那朗 竹本悠大郎
長野県 赤羽雄太 杉山千夏 樋口史華
滋賀県 渡瀬泰三
島根県 柿田康利 西本奈央
沖縄県 平敷傑

北海道 阿部美沙季（染） 黒澤茉莉（染） 佐藤夏子（染）
秋田県 大森雅子（染）
栃木県 福島晋平（陶） 堀中由美子（陶） 松﨑修（木・漆） 宮田竜司（陶）
群馬県 青柳恵（染） 小林渡（陶） 侭田悠子（染） 吉村なな（織）
千葉県 斉藤知子（織）

大澤道子（染） 角田智奈美（染） 岸本花弥子（染） 河野香奈恵（織） 斉藤佳代子（織） 真城亜紀子（染） 髙橋隼哉（陶）
土居ももの（織） 長沢碧（染） 中島敬子（染） 播田えり花（織） 三浦悠希子（染） 森田康子（染） 夕川泰之（木・漆）
若林萌（織）

神奈川県 浅井祥子（織） 池深雪（染） 岡本ゆう（陶） 曽根原緑（織） 富田禎子（織） 秦光代（染） 廣瀬満希子（染）
新潟県 泉健太郎（木・漆） 藤岡あゆみ（染）
石川県 斉田博（陶） 新村和泉（織）
山梨県 寺島千恵子（織） 満田由美子（織）
長野県 浅沼真知（織） 小林寛子（染）
静岡県 佐々木泰男（陶） 田中麻季（織） 水口よお子（染）
愛知県 伊藤孝子（織） 中山美伸（織） 東嶋眞由美（織）
三重県 山口和声（陶）
京都府 川村成（織） 小林達也（木・漆）
大阪府 麻植博子（染）
兵庫県 植田禎彦（陶） 小島紗和子（木・漆） 清水義久（陶）
奈良県 石原良子（織） 陽山めぐみ（織）
島根県 安部宏（陶）
岡山県 仁城逸景（木・漆） 松本行史（木・漆） 三宅義一（ｶﾞﾗｽ）
広島県 石北有美（染） 出嶋正樹（陶） 三戸和雄（染）
愛媛県 飯尾和子（染）
高知県 坂本ゆみ（織）
福岡県 太田潤（ｶﾞﾗｽ） 松永慎一郎（木・漆） 三戸なお美（染） 山川響子（織）
佐賀県 緒方義彦（染）
沖縄県 新垣寛（陶） 大城幸司（織） 澤村佳世（織） 識名あゆみ（染） 二俣勝之助（陶） 和宇慶むつみ（織）

東京都

東京都

版画部入選者　71名（内 会友32名、初入選9名）

彫刻部入選者　35名（内 会友2名、初入選13名）

工芸部入選　78名（内　会友27名、初入選15名）

静岡県

愛知県



第92回国展　入選者一覧

北海道 工藤二男 夏堀真一
青森県 吉田紀美男
宮城県 今野響児
山形県 鈴木博明
茨城県 小泉直一
群馬県 小野田塡 勝又れい子 倉林昭次 斎藤広志 品川礼子 竹内弘明 梁瀬雅晴

赤沼弘 新井武夫 内海美希 岡本頼一 風間大治 久保淸 久米恵子
小島浩靖 古怒田潔 小林伸一 小林正江 桜井百合子 篠原和夫 清水守
尚和まさ江 須賀清 高橋泰江 辻節子 中島匠美子 中山幸也 野澤忠
廿日岩圭子 福井三惠子 藤森糸子 丸山義雄 吉田一男 吉成彪

千葉県 秋葉みづき 飯坂政人 勝間憲一 柴﨑都 橋本光一郎
生駒達郎 市瀬眞 江頭みよ子 海老原郁夫 小林麟太郎 四宮彰吾 白濱若奈
鈴木幸次 髙尾豊吉 橋本利恵 福嶋幾男 堀江孝子 村尾昌美 山本時雄
REIKO

神奈川県 一宮美穂 岡部結 松尾エリカ
安部諭 榎本正芳 岡利昭 風間ヤヨエ 木村文雄 後藤正隆 小林一美
坂井征栄一 櫻井精治 高橋旦子 田中博子 田中實 田村勲 中林義雄
中村豊美子 二瓶純緒 野島俊介 藤木昇 細川敏祐貴 増田将洋 宮川美代子
若林茂敬 渡辺久子 和田均
石田俊弘 稲塚勝俊 鹿熊一人 川合勝則 河合良子 嶋達雄 中田美奈子
吉田繁弘
岩本芳裕 内高松明 岡島閑子 小谷碩彌 西川哲典 西村敏子 平野隆
藤田六朗 前田奎子 松本幸美 村上健治郎 村田泰恵

福井県 天谷孝義 高橋和余
長野県 植田清志
岐阜県 白木来 三戸シゲ子
静岡県 青野真由美

伊井直子 伊藤公一 稲垣薫 稲垣信行 大菅和枝 大菅稔 大橋正彦
奥田宣男 落合高仁 越山勇 佐藤幸雄 清水克彦 新海志穂 坪井満子
橋本明夫 毛受紘美

京都府 澤田以久子 寺島和雄 吉村勝
大阪府 上田いつ子 榮爾 森岡惣平 和田藤朗

荒川隆吉 石堂孝司 大川礼子 古味惠美子 佐々木英明 玉水久雄 辻孝憲
中西宏明 原田良子

奈良県 辻本勝英 中益敏郎 山田美代子
和歌山県 朝井郁子 石山トシ子 土谷さよ 畑中昭
島根県 安部由美子 宇田川好美 大成清美 加藤哲夫 田中利博 西澤由英 福田秀樹
広島県 西本一成
長崎県 髙木啓夫

池邉千代子 伊藤民子 上野信子 栗田洋蔵 佐藤真直 三宮重信 須藤良三
高橋康子 恒松泉 戸上力栄 野仲義隆 廣田浩一 深田範雄 福添麻美
藤井啓一 三浦嘉道

鹿児島県 有馬純彦 大牟禮史朗 佐藤誠二

大分県

写真部入選者　180名（内　会友78名、初入選15名）

埼玉県

東京都

新潟県

富山県

石川県

愛知県

兵庫県


