
第74回創元展　一般入選者
　　　　初は初入選

北海道　  1名
初 佐々木　富士子 上磯郡

青森県　  ４名
飛　鳥　順　子 青森市

片　寄　貴　子 青森市

初 橘　　　範　行 青森市

吉　田　静　子 青森市

相　馬　よし子 仙台市

福島県　  ５名
霜　山　宗　一 相馬市

初 高　橋　みち子 西白河郡

羽　生　圭　子 南相馬市

吉　田　節　子 南相馬市

渡　辺　恵美子 南相馬市

茨城県　  ５名
岡　崎　静　男 常陸太田市

初 中　村　和　美 猿島郡

沼　田　和　子 常陸太田市

初 前　田　ヒサ子 取手市

松　本　文　雄 常陸太田市

栃 木 県 ５ 名
桑　名　幸　子 大田原市

坂　本　一　美 足利市

初　谷　記代子 足利市

初 平　野　正　明 足利市

山　田　千偉子 足利市

群馬県　１６名
池　内　昭　子 伊勢崎市

石　井　志　げ 前橋市

岩　﨑　松　雄 前橋市

大　野　武　夫 太田市

桂　木　淑　子 前橋市

鹿　沼　道　雄 伊勢崎市

狩　野　　　務 高崎市

狩　野　美重子 前橋市

栗　田　　　昇 伊勢崎市

駒　井　多　恵 前橋市

齋　藤　みち江 前橋市

佐　藤　恭　子 前橋市

佐　藤　淑　子 前橋市

菅　居　　　衞 伊勢崎市

初 籾　山　泰　男 高崎市

山　口　幸　枝 甘楽郡

埼玉県　２８名
東　　　英　司 春日部市

新　井　嘉代子 熊谷市

新　井　友　江 秩父郡

初 新　井　正　代 熊谷市

荒　木　勝　義 さいたま市

宮城県　  １名



粟　原　信　子 さいたま市

初 伊　東　光　子 川口市

井　上　喜美代 秩父郡

初 井　上　祐　作 上尾市

大　岡　信　継 草加市

初 小　川　吉之丞 川口市

荻　原　貴　美 大里郡

落　合　敏　江 さいたま市

小河原　かほる さいたま市

初 小　室　シズ子 さいたま市

酒　井　文　子 越谷市

佐　藤　伸　二 春日部市

柴　﨑　恵　子 大里郡

須　田　德　男 児玉郡

初 髙　橋　　　孝 越谷市

初 田　中　　　司 本庄市

畑　　　治　子 秩父市

初 平　山　千江子 さいたま市

丸　山　万　喜 児玉郡

村　田　恵　子 秩父郡

湯　井　信　恵 さいたま市

初 横　内　省　子 さいたま市

若　柳　佳　子 さいたま市

千葉県　１５名
井　　　二三次 大綱目黒市

伊　藤　禮　子 松戸市

猪　俣　史　郎 大網白里市

宇都木　成　恵 野田市

楠　　　達　子 市川市

小岩井　千代人 八千代市

越　川　良　子 千葉市

佐　藤　太　一 野田市

佐　野　　　清 大網白里市

初 澤　上　勝　重 大網白里市

白　石　勝　之 香取郡

鈴　木　　　昇 松戸市

富　永　恭　子 佐倉市

不　破　徳　一 浦安市

初 宮　成　敦　子 山武郡

東京都　１４名
石　野　　　治 新宿区

太　田　利　正 江東区

上　栁　隆　夫 世田谷区

初 五　嶋　友　美 八王子市

染　谷　弘　子 八王子市

竹　内　　　弘 世田谷区

初 藤　野　由紀子 西東京市

古　澤　慶　作 板橋区

松　永　佳　江 目黒区

宮　部　厚　子　 世田谷区

村　田　栄　子 小金井市

山　崎　和　夫 葛飾区

吉　井　和　子 板橋区

初 渡　辺　　　健 目黒区

神奈川県 1３名
今　井　唯　夫 横浜市

大　竹　孝　子 横浜市



奥　崎　喜久男 川崎市

河　原　　　明 大和市

初 鍬  田  睦  雄 三浦市

佐　藤　　　明 大和市

初 下　田　房　子 南足柄市

田　中　　　寛 藤沢市

富　塚　　　泉 横浜市

初 南　湖　収　二 横浜市

南　保　順　二 横浜市

濵　﨑　俊　彬 横浜市

水　野　順　子 横須賀市

新潟県　　５名
初 桑　原　一　枝 新潟市

高　橋　トモ子 西蒲原郡

高　橋　礼　子 燕市

山　田　三枝子 燕市

初 吉　原　芳　枝 燕市

富山県　　４名
市　田　茂　子 富山市

大　坪　由　佳 滑川市

田　中　良　一 射水市

初 西　本　真智子　 高岡市

福井県　　１名
内　田　伝　統 坂井市

山梨県　　７名
浅　川　まさ子 甲斐市

末　木　智　子 笛吹市

古　屋　幸　子 韮崎市

丸　山　洋　子 甲府市

宮　島　富　子 甲府市

望　月　扶美子 中央市

山　田　教　明 甲府市

長野県　　９名
初 落　合　新　平 松本市

初 小　林　政　幸 東筑摩郡

初 種　山　いつ子 安曇野市

初 種　山　　　強 安曇野市

初 土　屋　優　子 塩尻市

中　田　良　子 松本市

古　澤　三　敏 大町市

初 矢　花　廣　子 安曇野市

吉　田　せつ子 安曇野市

静岡県 　 ９名
初 池　谷　一　明 浜松市

初 小田嶋　昭　夫 駿東郡

初 小田嶋　育　子 駿東郡

加　藤　鉄　男 浜名郡

加　藤　博　万 浜松市

神　間　正　二 浜松市

初 鈴　木　和　典 浜松市

初 鈴　木　洋　子 浜松市

戸　塚　晴　久 浜松市

三重県  　１名



酒　井　紫　野 津市

京都府　　１名
東　　　彌太郎 舞鶴市

大阪府  　４名
秋　山　寛　治 大阪市

岡　本　貴久子 大阪市

波　谷　征　子 枚方市

宮　原　朱　美 富田林市

兵庫県　  ３名
初 生　駒　英　美 芦屋市

新　川　賢一郎 西宮市

初 三　木　淑　恵 神戸市

楢　﨑　正　博 生駒市

鳥取県　  ２名
小野川　昭　子 米子市

永　見　久　子 境港市

岡山県  　４名
金　谷　春　江 岡山市

武　南　玲　子 岡山市

田　邊　義　典 岡山市

藤　原　育　子 瀬戸内市

山口県　　５名
原　　　紀　正 下関市

初 宗　岡　卓　治 山陽小野田市

山　本　優　希 下関市

吉　岡　ひとみ 山口市

領　家　貞　夫 下関市

香川県　４名
朝　倉　　　進 高松市

木　谷　友　美 高松市

寒　川　道　博 高松市

初 古　河　信　哉 丸亀市

愛媛県　　７名
川　上　愛　子 松山市

初 神　山　恵　美 喜多郡

近　藤　恵　治 西予市

上　甲　英　子 八幡浜市

高　橋　昌　夫 松山市

初 二　宮　美津子 西予市

松　良　昭　子 八幡浜市

福岡県　１６名
青　木　政　澄 糸島市

池　田　正　昭 福岡市

初 井　手　邦　弘 久留米市

江　口　信　子 福津市

大　神　勝　利 うきは市

小　俵　道　子 小郡市

空　閑　義　道 久留米市

熊　手　保　雄 小郡市

奈良県　  １名



讃　井　　　眸 福岡市

塩　毛　信　子 福津市

初 武　田　悦　子 大牟田市

鶴　野　朱　美 筑後市

初 鳥　巣　幹　子 福岡市

初 中　山　雅　博 筑紫野市

松　岡　隆　成 うきは市

初 宮　崎　定　旨 うきは市

初 佐　竹　吉　明 鳥栖市

吉　田　真佐子 鳥栖市

小　谷　夫起子 大村市

小　濵　孝　子 大村市

中　山　英　二 佐世保市

平　山　由美子 長崎市

河　上　和　正 熊本市

渋　谷　喜久子 熊本市

塚　本　隆　弘 熊本市

大分県  ９名
初 清　杉　知　宏 臼杵市

初 沓　掛　辰　三 豊後大野市

初 工　藤　正　利 大分市

初 桑　原　賢　治 臼杵市

初 園　田　隆　則 由布市

瀧　田　　　東 大分市

宝　珠　光　雲 玖珠郡

柳　井　良　子 大分市

初 渡　邊　雄　嗣 大分市

宮崎県  　４名
伊集院　八重子 都城市

植　村　嘉津子 都城市

椎　原　保　直 都城市

古　川　清　正 都城市

鹿児島県  ３名
初 大　山　寧　江 伊佐市

川　原　田鶴子 鹿児島市

廣　濱　悦　子 姶良市

沖縄県  １０名
糸　洲　英　子 豊見城市

大　城　和　子 島尻郡

大　田　隆　男 中頭郡

大　湾　朝　明 浦添市

嘉　数　秀太郎 島尻郡

初 兼　村　美代子 中頭郡

初 島　袋　恵美子 中頭郡

豊　元　節　子 浦添市

保志門　　　繁 浦添市

初 宮　國　米　男 浦添市

※　個人情報保護法により住所の記載は、
　　市までとさせていただきます。

佐賀県　　２名

長崎県　　４名

熊本県　　３名




