第49回 日春展入賞・入選一覧
〔総応募点数〕 673点
〔総入選点数〕 271点

内 日春賞・外務大臣賞
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〔日春賞・外務大臣賞〕
（1名） 西出 茂弘（石川県）
〔日

春

賞〕

（4名） 谷野 剛史（京都府）

橋田 真季（奈良県）

林 秀樹（京都府）

天笠 慶子（宮城県）

伊東 正次（東京都）

山内 登喜雄（京都府）
〔奨

励

賞〕

（10名） 青鹿 未奈（埼玉県）

稲田 亜紀子（新潟県） 谷川 将樹（神奈川県） 玉置 里美（岡山県）
西薗 静（大阪府）

長谷部 貞子（岐阜県） 森本 千穂（愛知県）

山田 まほ（神奈川県）
（京都府 44名）足立 昌之・石田 翔太・稲田 雅士・上田 とも子・及川 美沙・小木曽 登・奥 尚道・奥谷 澄・河股 幸和・木田 雅之・楠瀬 和子
久原 朝満・久保 嶺爾・倉元 敏見・駒井 みよ・佐藤 愽子・島本 純江・諏訪 智美・関 友道・宗円 寿子・髙野 進二郎・髙山 啓史・谷野 剛史
中馬 由輔・辻 野 宗一・津田 直樹・内藤 由郎・中江 悦子・中西 玉 蘊・西 敏 彦・西村 光 人・羽溪 了・林 秀 樹・福田 寛子・藤﨑 絢美
松岡 里依子・三上 友子・水田 幹子・宮川 典子・三輪 淳・村林 典博・村山 春菜・山内 登喜雄・譲原 嵩文（愛知県 35名）安達 英志郎
石川 裕梨・磯部 絢子・市川 岳志・伊藤 紀久子・大島 宏子・太田 末也・大前 隆一・岡本 昌子・神谷 恒行・加村 光子・吉良 澄・楠 暁子
酒井 淺子・佐藤 秋子・鈴木 一正・鈴木 晴美・鈴木 玲奈・髙木 基惠・竹内 恵 利子・近松 妙子・中山 千明・沼本 三郎・長谷川 郁子
畑中 那 智 子・菱田 美 哉・福岡 正 臣・福 本 百 恵・藤 部 厚子・堀田 律子・宮 本 脩 子・森 本 千穂・矢 澤 貞子・渡 邉 智 子・輪 違 法 子
（東京都 27名）池田 真弓・市橋 節子・伊東 正次・太田 芳江・神谷 武良・小山 次郎・坂井 由紀春・佐藤 可英・芝原 直木・杉原 敏子
武田 登志子・對馬 文夫・中山 智子・服部 泰一・潘 星道・平井 久代・福井 喜代子・伏屋 友賀・前田 尚子・桝井 リザ・三浦 弘・溝口 伊那子
持木 珠江・山村 華布・行近 壯之助・和久井 博子・渡辺 明英（大阪府 21名）神出 睦子・神林 久子・木原 志保子・齊藤 靖子・澤田 久仁子
髙野 良子・高橋 美保子・玉城 忍・堤野 倫子・中竹 毬子・西薗 静・西野 千惠子・濱田 卓也・日野 美鳥・細見 香都子・ホリナカ アキオ
前川 和之・前野 民子・三谷 慶子・三谷 佳典・山際 倭文子（神奈川県 17名）青木 志子・安住 小百合・井上 惠 ・鵜飼 義丈・大矢 高弓
黒石 千恵子・櫻井 伸浩・清水 航・田島 諒子・谷川 将樹・谷口 香・新川 美湖・平松 智子・安田 敦夫・山崎 ひとし・山田 まほ・若宮 煦子
（兵庫県 12名）熱田 守・五十嵐 佳容・岸 律子・久米 伴香・佐藤 博子・澤村 はるな・田中 達也・仁木 勉・西坂 省三・亓岡 通正・水野 宏
由良 郁子（岐阜県 10名）安藤 洋子・木 村 友彥・國井 たか子・大道寺 宏実・高木 喜美子・長谷部 貞子・林 真・宮原 剛・吉田 慶子
渡邊 國夫（熊本県 10名）一木 恵里・岩永 恵理・緒方 裕和・佐藤 和歌子・直江 真衣・中園 ゆう子・野原 都久馬・本多 由佳梨・森 梓
米 眞 里 枝（千 葉 県 9名）小川 克子・鞍 橋 春 雄・迫 口 佳 代 子・鈴 木 孝 恵・谷 律 子・時 田 麻 弥・永 井 美 名・藤 谷 和 春・正 藤 晴 美
（石川県 8名）
・岩田 朋恵・円地 郁尚・島 汀胡・西出 茂弘・野村 友見・原田 恵・宮下 和司・山口 理恵（長野県 7名）滝澤 佳美・永井 みさ子
長坂 節子・藤丸 薫・南嶋 操・宮島 えみ子・𠮷田 由美子（三重県 7名）天野 澄子・岸 春美・高橋 弘子・辻岡 健一・寺本 靖子・水谷 勝子
安田 やよひ（奈良県 7名）川嶋 頌梧・岸本 志津・橋田 真季・平尾 嘉宏・松岡 千瑛・松田 三津子・𠮷川 ルリ子（岡山県 7名）石井 和江
大野 八重子・小坂 博子・玉置 里美・西﨑 節子・藤本 理恵子・山田 浩子（滋賀県 6名）扇 敏之・大﨑 多実穂・大西 健太・桑野 むつ子
齋藤 秀稔・定家 亜由子（島根県 6名）清水 誠子・内藤 博信・浜村 厚子・福間 小夜子・村上 ななほ・吉岡 珠恵（埼玉県 5名）青鹿 未奈
内田 すヾ子・内田 有美・小名木 美緒・村井 みゆき（徳島県 5名）秋月 ヒサヨ・石原 千鶴・岩脇 惠子・岡 英彦・土方 るみ子（富山県 4名）
熊木 明美・田中 美喜子・山川 紀子・若崎 文絵（宮城県 3名）天笠 慶子・市川 信昭・七宮 牧子（山梨県 3名）安藤 峯子・堤 春生・中瀬 敬子
（広島県 3名）竹永 克彥・田中 文恵・徳永 恂子（福岡県 3名）石井 清子・岡本 文子・田中 武（新潟県 2名）稲田 亜紀子・臼井 久雄
（静 岡 県 2名）土 屋 良 夫・冨 田 眞 知 子（香 川県 2名）須 和 千 晴・髙 橋 フクヱ（栃 木 県 1名）佐 野 友 光 子（群 馬 県 1名）駒 井 伸 子
（福井県 1名）菅原 史子（鳥取県 1名）岸本 章（山口県 1名）佐伯 千尋（鹿児島県 1名）黒岩 けい子

（五十音順敬称略）

日 春

会

平成26年3月

会期＝4 月 9 日
（水）
〜 4 月 14 日
（月）最終日５時閉場
会場＝松屋銀座 8 階イベントスクエア 入場無料

