
　　第82回創元展一般入選者

初は初入選

青森県　　２名

須　藤　留美子 青森市

三　浦　雅　子 青森市

茨城県　　９名

初 安　喰　邦　夫 古河市

初 岡　安　詠　美 古河市

勝　村　光　枝 北相馬郡

初 鴨志田　聡　子 常陸太田市

初 塚　原　佐智子 古河市

直　井　照　美 坂東市

山　形　信　嗣 ひたちなか市

山　岸　　　隆 古河市

渡　邉　　　决 行方市

栃木県　 　２名

宇　塚　正　子 下都賀郡

初 小　野　たづ子 宇都宮市

群馬県 　　９名

浅　見　ヤエ子 高崎市

新　井　ユ　ミ 高崎市

初 有　馬　克　己 安中市

岩　﨑　佳　子 前橋市

須　藤　勝　子 伊勢崎市

初 戸　塚　敬　三 安中市

戸　塚　敬　典 安中市

藤　枝　啓　子 前橋市

初 松　本　万里子 高崎市

埼玉県　１３名

初 新　井　金　雄 秩父市

井　上　祐　作 上尾市

大　塚　莞　守 春日部市

大　谷　充　秀 大里郡

初 清　川　千恵子 川口市

小　舟　敏　夫 深谷市

初 高　野　明　美 秩父市

初 内　藤　喜　和 大里郡

羽　賀　裕　子 比企郡



初 付　　　鴻　雁 さいたま市

山　崎　瑞　枝 加須市

山　田　武　司 秩父市

渡　辺　寿恵子 川口市

千葉県　７名

石　井　律　子 流山市

海老原　利　雄 柏市

初 大　貫　政　美 佐倉市

佐　藤　　　将 野田市

杉　山　喜代枝 松戸市

福　間　悦　子 八街市

初 宮　原　雅　子 松戸市

東京都　　８名

宇佐美　美知子 新宿区

初 伊　藤　貫　自 国分寺市

初 岡　部　　　勝 江戸川区

初 上　條　由紀子 国分寺市

川畑ホール眞美子 多摩市

坂　本　　　進 世田谷区

島　田　勝　英 江戸川区

普　川　郁　三 板橋区

神奈川県 １０名

初 生  方　美知子 海老名市

初 川　島　妙　子 横浜市

初 項  　　名　雯 川崎市

初 河　野　良　雄 横浜市

初 服　部　純　一 大和市

古　木　嘉　雄 横浜市

初 松　田　　　啓 相模原市

望　月　淑　江 相模原市

初 山　崎　莉　穂 横浜市

山　田　功　績 横浜市

福井県　　１名

初 薮　本　　　清 小浜市

山梨県　　４名

小　林　早　苗 笛吹市

豊　岡　陽　子 甲州市

原　　　よしみ 甲府市

初 渡　辺　文　代 南都留郡



長野県　　４名

市　川　　　孝 塩尻市

初 中　川　由香里 松本市

根　橋　　　清 上伊那郡

松　本　直　美 安曇野市

岐阜県　１１名

初 安　藤　優　花 本巣市

初 臼　井　　  稔 岐阜市

初 押　味　忠　志 岐阜市

初 久保田　悠　斗 養老郡

初 榊　原　由美子 関市

初 佐　藤　真　杜 大垣市

初 戸　部　善　晴 各務原市

初 野　間　京　子 本巣市

初 藤　井　真　椰 岐阜市

初 藤　塚　　　純 揖斐郡

初 湯之下　正　純 岐阜市

富山県　１０名

海　道　由美子 氷見市

熊　谷　愛　子 高岡市

熊　谷　良　夫 高岡市

酒　井　勝　広 氷見市

城　勘　秀　代 氷見市

永　澤　一　美 氷見市

初 林　　　道　子 氷見市

松　原　美樹子 氷見市

毛　利　文　香 氷見市

初 山　崎　さくら 氷見市

静岡県  　５名

初 網　矢　栄　三 湖西市

江　間　麻　美 浜松市

大　橋　功　一 磐田市

清　水　俊　彦 磐田市

初 芳　賀　基　純 浜松市

愛知県　　２名

初 橋　本　　　進 一宮市

初 宮　地　恭　子 一宮市

三重県  　４名



稲　垣　宗　子 津市

岡　　　房　代 津市

小　川　悦　子 津市

樋　口　ふみ子 津市

京都府  　３名

初 稲　垣　青　児 京都市

中　村　雅　子 京都市

初 巻　幡　大　地 京都市

大阪府  　３名

印　藤　弘　子 箕面市

辰　巳　隆　一 豊中市

宮　浦　紀美子 松原市

兵庫県　　７名

安　達　晃　子 芦屋市

石　川　恵津子 芦屋市

初 近　藤　朋　子 芦屋市

初 鳥　越　陽　子 芦屋市

山　本　啓　子 神戸市

初 福　本　　　毅 神戸市

初 村　上　圭　子 神戸市

岡山県  　４名

青　木　梅　子 岡山市

　初 岡　崎　昌　吾 岡山市

関　﨑　亜　子 岡山市

田　房　花　梨 岡山市

香川県　　２名

初 高　橋　美絵子 高松市

平　松　洋　子 高松市

愛媛県　　２名

佐　藤　鎭　久 松山市

初 森　元　博　司 松山市

福岡県　　１名

隈　本　道　子 八女市

衞　藤　拡　典 三養基郡

初 川　原　英　人 佐賀市

佐賀県　　７名



佐　伯　タズエ 神埼郡

初 立　石　英　子 神埼郡

初 中　村　眞智子 三養基郡

新　田　敏　幸 鳥栖市

舩　越　孝　子 神埼郡

長崎県  　２名

大　木　道　子 長崎市

三　村　マユミ 長崎市

熊本県  　１名

初 中　本　博　子 熊本市

大分県  　３名

石　川　松　一 宇佐市

河　野　幸　子 宇佐市

田　邉　　　了 中津市

宮崎県  　３名

初 田　中　康　彦 都城市

間　　　和　輝 都城市

松　下　忠　良 都城市

鹿児島県  ２名

野　﨑　みどり 出水市

松　下　行　男 出水市

※　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。


