
第77回現展・一般の部入選者 （敬称略）

平面 紀光 大阪 Codomo Giura 千葉 仁木 雅子 愛知

安里 菜摘 千葉 小栁 知世 神奈川 西原芙佐子 大阪

阿部奈津樹 埼玉 紺野 友子 宮城 西山 直子 東京

荒木 宏依 愛知 齋藤亜紀子 神奈川 沼田真由美 茨城

有富 千尋 岡山 斉藤　亘 神奈川 野口 清史 埼玉

&Earth noricco 大阪 さとう香おり 東京 原口 礼子 静岡

アンドレス・アンドラデ 愛知 澁谷 美紀 千葉 檜垣　衣 愛媛

井川　浩 北海道 志水 典子 神奈川 深津 早紀 愛知

池田　充 長野 下坂 卓也 福岡 藤本　豊 兵庫

石井 貴大 千葉 章　凱帆 山形 舟橋 葉子 東京

井出 淳子 長野 白砂カンナ 広島 Vocalbluesguitar 東京

伊藤 文子 東京 菅原 裕介 栃木 細川 高文 京都

ウィルキンソン奈穂子 神奈川 杉本 憲一 東京 前田加奈子 愛知

上野 敦子 岡山 杉山 憲子 岩手 蒔 東京

榎本 大翔 東京 TAH 宮城 三島 大輝　 福岡

及川 一輝 千葉 高坂 哲夫 滋賀 水野　聡 神奈川

老子 英夫 東京 髙柳 江里 東京 村井 暁子 岩手

王　路 東京 瀧嶋　拓 東京 望月 信幸 長野

大倉 美和 熊本 舘野 楓奈 石川 元村太一郎 兵庫

大胡 厚子 神奈川 玉手 日菜 大阪 森島 未央 広島

小木曽弘琳 東京 デ・ソウザ・トレス・ミシェレ 埼玉 安原智代呼 兵庫

小澤 美聡 神奈川 刀根千賀子 東京 栁町　洋 長野

加藤恵次郎 愛知 長田不岐郎 長崎 山下 夏海 神奈川

金谷 由美 大阪 中田眞利子 千葉 山本 哲也 徳島

河合ターキー 大阪 中野 優子 大阪 山本 修靖 神奈川

河合 大我 大阪 中原 圭司 大阪 横谷 明眞 大阪

川上 一彦 東京 中原　宏 長野 横山 俊二 広島

神藤　昭 神奈川 中村 智哉 群馬 吉田 篤司 神奈川

小嶋 静子 岐阜

立体 ヴァイン伸太郎 東京 竹内 豊明 愛知 藤井 正則 東京

大城 綾子 沖縄 出村実英子 奈良 三宅 瑛子 愛知

清沢 龍美 長野 荷川取大祐 沖縄 村上 義彦 東京

越山 明都 長野 原　みどり 福岡

工芸 阿部 敬子 茨城 酒井 重子 茨城 引田 悠也 京都

Zhang Yue 沖縄 杉山すみ江 静岡 樋口 一美 長野

永瀧 紀子 茨城 鈴木 慶子 群馬 藤井 晴美 愛知

大島 規男 神奈川 田邊 純世 京都 堀尾 早敏 香川

工藤 華織 群馬 林　彩子 東京 渡邉 明子 神奈川

写真 藍川 達雄 東京 栗原 碧生 神奈川 陳　麗娜 中国

安倍かおり 千葉 コウガ チコリ 兵庫 鳥海 宏一 東京

池田 響子 千葉 小堀 佳弘 埼玉 中村 正宏 東京

石川 尚子 東京 齋藤　誠 埼玉 長谷川裕起 熊本

石栗 伸郎 神奈川 志保澤辰夫 東京 藤松 龍三 埼玉

伊藤 明美 長野 嶋﨑 美音 神奈川 船田さやか 東京

井深 幸男 東京 菅谷 啓介 兵庫 古澤　律 兵庫

大熊 彩花 埼玉 鈴木 周 神奈川 森山 京平 東京

大森 智広 埼玉 鈴木 恵二 愛知 矢野さらら 東京

小川 久雄 埼玉 須田 康之 神奈川 山本 夏海 山口

荻久保次郎 神奈川 高木 康行 愛知 山森　進 東京

小俣　茜 東京 高野　光 東京 湯藤 龍一 大阪

菊地 伸治 千葉 唯木 愛珠 埼玉 横井 良直 東京

北村 昇司 千葉 田中 賢治 茨城


