
№ 賞／推挙 氏名 都道府県
1 準会員優作賞 圡山久利 埼玉県
2 損保ジャパン美術財団賞 大前美登利 神奈川県
3 国画賞 八木聡悟 徳島県
4 国画賞 塩出麻美 東京都
5 新人賞 有冨茉子 広島県
6 新人賞 川越ゆりえ 富山県
7 新人賞 鈴木修一 宮城県
8 新人賞 米田貫雅 石川県
9 新人賞 中木智津子 東京都
10 会友賞 橋野仁史 広島県
11 会友賞 関迪子 神奈川県
12 会友賞 降旗和子 長野県
13 会友賞 鎌田戸喜子 滋賀県
14 会友賞 二宮孝子 大分県
15 会友賞 きわたすみこ 和歌山県
16 会友賞 石塚信雄 山形県
17 絵画部奨励賞 河路郁美 愛知県
18 絵画部奨励賞 木山瑞嬉 石川県
19 絵画部奨励賞 大塚裕子 千葉県
20 絵画部奨励賞 船木晋也 秋田県
21 絵画部奨励賞 柳沢たつ子 神奈川県
22 絵画部奨励賞 白神裕彦 愛知県
23 絵画部奨励賞 畠中チエ子 鹿児島県
24 絵画部奨励賞 水谷誠孝 愛知県
25 絵画部奨励賞 澤田浩明 滋賀県
26 絵画部奨励賞 西辻恵三 北海道
1 新会員 伊藤恭子 東京都
2 新会員 大前美登利 神奈川県
3 新会員 菊池時男 青森県
4 新会員 佐藤功 東京都
5 新会員 圡山久利 埼玉県
6 新会員 横江昌人 石川県
7 新準会員 塩出麻美 東京都
8 新準会員 川越ゆりえ 富山県
9 新準会員 米田貫雅 石川県
10 新準会員 橋野仁史 広島県
11 新準会員 きわたすみこ 和歌山県
12 新準会員 石塚信雄 山形県
13 新準会員 河路郁美 愛知県
14 新準会員 船木晋也 秋田県
15 新準会員 水谷誠孝 愛知県
16 新準会員 大島好枝 栃木県

№ 賞／推挙 氏名 都道府県
1 準会員優作賞 津田恵子 東京都
2 新人賞 高野理栄子 北海道
3 新人賞 山浦久人 長野県
4 新人賞 平子公一 神奈川県
5 新人賞 弘中征夫 兵庫県
6 会友賞 市嶋ミヨ 新潟県
7 版画部奨励賞 杉浦敬子 愛知県
8 平塚運一賞 今井春雄 新潟県
9 前田賞 佐々順子 神奈川県
1 新会員 亀川尚子 東京都
2 新会員 波岸康幸 長野県
3 新会員 渡辺永子 福島県
4 新会員 津田恵子 東京都

絵画部

版画部



5 新準会員 神田和也 東京都
6 新準会員 奥秋広美 北海道
7 新準会員 堤保夫 東京都

№ 賞／推挙 氏名 都道府県
1 準会員優作賞 西村大喜 神奈川県
2 準会員彫刻部Ｆ氏特別賞 渡部直 茨城県
3 国画賞 官野良太 神奈川県
4 新人賞 有馬寛子 千葉県
5 新海賞 長内夏希 茨城県
6 千野賞 世良伸幸 福岡県
7 彫刻部奨励賞 佐藤詩織 新潟県
8 彫刻部奨励賞 冨森士史 東京都
9 T社奨励賞 髙橋誠実 福島県
10 F氏奨励賞 安井華 千葉県
11 Ｂ社奨励賞 鹿山卓耶 山梨県
1 会員推挙 西村大喜 神奈川県
2 会員推挙 渡部直 茨城県
3 準会員推挙 官野良太 神奈川県
4 準会員推挙 有馬寛子 千葉県
5 準会員推挙 長内夏希 茨城県
6 準会員推挙 世良伸幸 福岡県

№ 賞／推挙 氏名 都道府県
1 準会員優作賞 松形恭知 宮崎県
2 国画賞 長村和美 愛知県
3 新人賞 石北有美 広島県
4 新人賞 河井一喜 滋賀県
5 新人賞 松﨑修 栃木県
6 会友賞 浅倉広美 埼玉県
7 会友賞 小林登 長野県
8 工芸部奨励賞 泉健太郎 新潟県
9 工芸部奨励賞 岡本ゆう 神奈川県
10 工芸部奨励賞 加賀千香子 神奈川県
11 工芸部奨励賞 佐藤百惠 大阪府
1 新会員 北原進 長野県
2 新会員 佐久間藤也 栃木県
3 新会員 白柳まどか 静岡県
4 新準会員 浅倉広美 埼玉県
5 新準会員 池田尚子 東京都
6 新準会員 大鋳栄 岐阜県
7 新準会員 北澤道子 東京都
8 新準会員 平山元康 兵庫県
9 新準会員 藤井慎介 静岡県

№ 賞／推挙 氏名 都道府県
1 準会員優作賞 前田幸雄 兵庫県
2 国画賞 鈴木元彦 神奈川県
3 新人賞 荒井道彦 長野県
4 新人賞 乙女敏子 大分県
5 新人賞 内高松明 石川県
6 会友賞 岡崎実 茨城県
7 会友賞 栗田洋蔵 大分県
8 野島康三賞 木所栄一 神奈川県
9 福原信三賞 三宅道男 岐阜県
10 斎木幸子賞 長谷川清 兵庫県
11 ニコン賞 福嶋幾男 東京都
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12 三菱製紙賞 井上行雄 埼玉県
13 学研キャパ賞 長谷川順一 東京都
14 フォトコン賞 内藤勇 埼玉県
15 写真部奨励賞 久米恵子 埼玉県
1 新会員 髙道宏 東京都
2 新会員 藤森久嘉 兵庫県
4 新準会員 安井嘉明 愛知県
5 新準会員 川俣周三 埼玉県
6 新準会員 古代重行 大分県
7 新準会員 大上豊 奈良県


