
第76回創元展　一般入選者
初は初入選

北海道　 ２名
佐々木　富士子 上磯郡

初 藤　澤　和　子 北斗市

青森県　　４名
橘　　　範　行 青森市
奈良岡　留美子 青森市
信　田　克　彦 青森市
山　田　晧　子 青森市

橋　本　純　子 富谷市

福島県　  ３名
霜　山　宗　一 相馬市
吉　田　節　子 南相馬市
渡　辺　恵美子 南相馬市

茨城県　  ９名
初 石　川　理　恵 古河市

岡　崎　静　男 常陸太田市
片　桐　頼　子 常陸太田市

初 田　中　佳代子 古河市
田　村　正　子 猿島郡

初 東　郷　幸　江 取手市
中　村　和　美 猿島郡
沼　田　和　子 常陸太田市

初 渡　辺　一　司 龍ケ崎市

栃木県　  ３名
初 大　垣　登美枝 下都賀郡

坂　本　一　美 足利市
平　野　正　明 足利市

群馬県　　９名
浅　見　ヤエ子 高崎市

初 井　田　秀　美 藤岡市
粕　川　京　子 桐生市
鹿　沼　道　雄 伊勢崎市
駒　井　多　恵 前橋市
高　橋　善次郎 前橋市
土　屋　桃　代 高崎市
武　藤　玲　子 高崎市
籾　山　泰　男 高崎市

埼玉県　２９名
浅　井　淳　子 深谷市
荒　木　勝　義 さいたま市
粟　原　信　子 さいたま市
井　上　祐　作 上尾市

初 江　本　松　三 さいたま市
初 大　岡　信　継 南埼玉郡

小　川　吉之烝 川口市
荻　原　貴　美 大里郡
小　林　寧　子 川口市

初 小　舟　カヨ子 深谷市
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
須　田　德　男 児玉郡
髙　橋　　　孝 越谷市
田　中　　　司 本庄市

初 田　中　ヘーゼイル 草加市
初 千　葉　眞　子 上尾市

宮城県　  １名



初 冨　田　文　恵 秩父郡
初 冨　田　幹　恵 秩父郡

畑　　　治　子 秩父市
初 檜　山　道　子 さいたま市

平　山　千江子 さいたま市
初 町　田　美　子 飯能市
初 丸　茂　公　敏 春日部市

丸　山　万　喜 児玉郡
村　田　恵　子 秩父郡
横　内　省　子 さいたま市

初 吉　田　義　弘 川口市

千葉県　　５名
井　　　二三次 大綱白里市
越　川　良　子 千葉市

初 末　沢　　　宏 八千代市
鈴　木　　　昇 松戸市
富　永　恭　子 佐倉市

東京都　１２名
初 生　駒　英　美 世田谷区

伊　福　正　明 北区
竹　内　　　弘 世田谷区
丹　野　史　子 杉並区

初 辻　　　忠　雄 府中市
長　島　勝　廣 国分寺市

初 波佐間　研　一 品川区
藤　野　由紀子 西東京市

初 ぺねろっぷ 調布市
宮　部　厚　子 世田谷区
村　田　栄　子 小金井市
渡　辺　　　健 目黒区

神奈川県 1８名
石　田　まり子 南足柄市
今　井　唯　夫 横浜市
鍬　田　睦　雄 三浦市
酒　井　邦　子 川崎市
坂　本　さよ子 横須賀市
下　田　房　子 南足柄市
染　谷　八千代 海老名市
戸　田　哲　雄 海老名市

初 中　里　和　子 相模原市
南　湖　収　二 横浜市
濵　﨑　俊　彬 横浜市

初 藤　原　テ　ル 横須賀市
牧　野　節　子 茅ヶ崎市
水　野　順　子 横須賀市
嶺　岸　　　徹 相模原市

初 矢　澤　省　三 足柄下郡
初 山　﨑　歌　子 横浜市
初 山　村　出　洋 足柄下郡

新潟県　　３名
桑　原　一　枝 新潟市
野　島　幸　子 三条市
吉　原　芳　枝 燕市

富山県　　４名
初 今　井　香　織 高岡市

武　内　厚　子 高岡市
曲　沼　文　夫 高岡市

初 森　　　多加子 氷見市

山梨県　　５名
浅　川　まさ子 甲斐市



初 金　丸　正　子 甲府市
初 小　林　早　苗 笛吹市
初 篠　原　陽　良 北杜市
初 広　野　貞　美 笛吹市

長野県　１０名
初 甘　利　八重子 塩尻市
初 内　山　　　昌 大町市

落　合　新　平 松本市
小　林　政　幸 東筑摩郡
種　山　いつ子 安曇野市
種　山　　　強 安曇野市
土　屋　優　子 塩尻市

初 長　幅　　　学 安曇野市
初 平　本　研　一 北安曇郡

矢　花　廣　子 安曇野市

静岡県  　７名
池　谷　一　明 浜松市
大　橋　功　一 磐田市
小田嶋　昭　夫 駿東郡
小田嶋　育　子 駿東郡
佐　野　章　夫 田方郡
鈴　木　和　典 浜松市
戸　塚　晴　久 浜松市

三重県  　３名
麻　沼　文　子 津市
岡　　　房　代 津市
酒　井　紫　野 津市

大阪府  　３名
秋　山　寛　治 大阪市
高　桑　イソエ 八尾市
田　川　満　男 八尾市

兵庫県　 １名
三　木　淑　恵 神戸市

岡山県  　２名
木　南　公美子 岡山市
藤　原　育　子 瀬戸内市

初 夏　野　ようこ 尾道市

山口県　　４名
本　保　洋　輔 下関市
宗　岡　卓　治 山陽小野田市
山　本　佳代子 下関市

初 吉　田　泰　子 下関市

香川県　　５名
初 菊　本　朗　代 坂出市

木　谷　友　美 高松市
篠　原　節　雄 三豊市

初 平　松　洋　子 高松市
初 三　木　清　正 高松市

愛媛県　　３名
神　山　恵　美 喜多郡
上　甲　英　子 八幡浜市
二　宮　美津子 西予市

福岡県　１４名
青　木　政　澄 糸島市

広島県　  １名



井　手　邦　弘 久留米市
井　戸　洋　介 筑紫野市

初 井　上　順　子 朝倉市
大　神　勝　利 うきは市
梶　村　律　子 うきは市

初 後　藤　綾　美 うきは市
讃　井　　　眸 福岡市
武　田　悦　子 大牟田市

初 徳　田　利恵子 朝倉市
中　山　雅　博 筑紫野市
平　田　昭　二 糸島市
宮　崎　定　旨 うきは市
山　下　　　淸 久留米市

佐　竹　吉　明 鳥栖市
初 辻　　　倫　郎 鳥栖市

大　塚　厚　子 熊本市
塚　本　隆　弘 熊本市

大分県  １０名
初 穴　井　淳　子 日田市
初 海　妻　直　人 大分市
初 茅　野　直　子 佐伯市

清　杉　知　宏 臼杵市
桑　原　賢　治 臼杵市

初 秦　　　佳　江 大分市
宝　珠　光　雲 玖珠郡

初 三　浦　雅　子 大分市
柳　井　良　子 大分市
矢　野　正　治 玖珠郡

宮崎県  　４名
植　村　嘉津子 都城市

初 大　田　　　透 都城市
初 間　　　和　輝 都城市

松　下　忠　良 都城市

鹿児島県  ３名
赤　松　　　繁 出水市
大　山　寧　江 伊佐市
西　口　純　一 鹿屋市

沖縄県  　３名
大　城　和　子 島尻郡
大　田　隆　男 中頭郡
島　袋　恵美子 中頭郡

佐賀県　　２名

熊本県　　２名

※ 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。 


