
第78回現展・一般の部入選者 （敬称略）

平面 間　朝 東京都 小林 洋介 東京都 長友 春菜 東京都

朝日 俊美 千葉県 コヤマ トモコ 福岡県 中原　宏 長野県

有富 千尋 岡山県 近藤　光 大阪府 仁木 雅子 愛知県

アンドレス・アンドラデ 愛知県 SATOMI TANJI 埼玉県 布川 雅子 北海道

井川　浩 北海道 猿橋　厚 神奈川県 沼田 真由美 茨城県

池田　充 長野県 澁谷 美紀 千葉県 箸本 リオン 北海道

石山 志穂 北海道 下坂 卓也 福岡県 原口 礼子 静岡県

石渡 美知子 神奈川県 章　凱帆 山形県 春 美穂子 東京都

井原 たい妖 鳥取県 菅原 裕介 栃木県 福里 弘之 東京都

岩男 顕正 熊本県 杉山 憲子 岩手県 藤木 雅彦 神奈川県

上野 敦子 岡山県 鈴木 金助 静岡県 古畑 哲彦 神奈川県

浦　豊 東京都 鈴木 重保 東京都 フレイレ・ヤタベ・チアゴ・マルコス 埼玉県

大胡 厚子 神奈川県 鈴木 悠大 愛知県 水野 一昭 愛知県

岡崎 玲子 東京都 宋　佳蓉 東京都 宮路 茉奈 東京都

緒方 瑛子 東京都 高寺 美桜 長野県 ミントようかん☆白餡 岩手県

柿崎 大輔 東京都 髙柳 江里 東京都 室町 しげり 愛知県

柏舘 和子 岩手県 辰巳 憲士 岩手県 女池 省三 神奈川県

加藤　茂 愛知県 田山 莉沙子 東京都 望月 信幸 長野県

河合 大我 大阪府 鶴崎 比奈子 大阪府 矢島 祐佳 島根県

川上 圭子 長野県 デ・ソウザ・トレス・ミシェレ 埼玉県 安原 智代呼 兵庫県

神成 健太郎 東京都 寺内 歩美 北海道 山本 哲也 徳島県

桐生 麻由美 神奈川県 トウゼン リ 東京都 悠 アンヌ 京都府

國枝 奈奈 東京都 朝重 利文 佐賀県 横谷 明眞 大阪府

國近 政子 愛知県 ナイトウコウジ 静岡県 横山 俊二 広島県

久保田 寿男 群馬県 中嶋　実 東京都 劉　毅 茨城県

後藤 紀子 茨城県 中田 眞利子 千葉県

立体 清瀬 早苗 大阪府 ポルティヨ 奈緒 愛知県 薮本　清 福井県

宍倉 龍太 東京都 水の さとし 東京都

荷川取 大祐 沖縄県 村上 義彦 東京都

工芸 鹿島 佳子 神奈川県 鈴木 慶子 群馬県 林　彩子 東京都

坂根 ようこ 青森県 Zhang Yue 東京都 宮崎 純子 神奈川県

島田 沙里 東京都 西　富子 神奈川県 渡邉 明子 神奈川県

写真 藍川 達雄 東京都 木村 弘好 東京都 富岡 そよぎ 愛知県

石川 尚子 東京都 九条 いつき 大阪府 鳥海 宏一 東京都

伊藤 明美 長野県 西城 信二 岩手県 中原 康博 神奈川県

ウォーターズめぐみ 東京都 齋藤　誠 埼玉県 東浜 悠人 東京都

大菅 建男 埼玉県 須田 康之 神奈川県 福田　徹 茨城県

大森 智広 埼玉県 高木 康行 愛知県 三上 健二郎 兵庫県

荻久保 次郎 神奈川県 髙津 忠雄 千葉県 山森　進 東京都

河合 笑里 東京都 高橋 大翔 山形県 湯藤 龍一 大阪府

菊地 伸治 千葉県 土田 陽介 群馬県 渡部 圭登 東京都


