
第７６回栃木県芸術祭美術展・洋画部門　入選者　（※入賞者は除く）
番号 氏名 市町名

2 増山幸子 鹿沼市
3 石田雄二 宇都宮市
6 坂本由美子 宇都宮市
7 早野由美恵 益子町
8 阿部芳春 日光市
9 江頭桃花 宇都宮市

10 金田佑愛 矢板市
13 伊藤ひなた 那須塩原市
18 伊藤舞音 上三川町
20 山本葉子 宇都宮市
24 角張華乃子 矢板市
25 古澤　舞 宇都宮市
27 大貫陽由 さくら市
29 福田　優 那須塩原市
33 蜂巣貞美 大田原市
34 越沼てつ子 大田原市
35 石﨑　旭 茨城県結城市
37 髙根澤栄子 矢板市
38 矢田部芳仁 宇都宮市
41 小口信夫 小山市
42 横山俊二 野木町
43 石下義夫 矢板市
45 杉浦和彦 鹿沼市
48 永井義男 宇都宮市
49 坂本文子 鹿沼市
50 猪瀬真喜子 上三川町
51 磯　千惠 大田原市
52 広瀬静枝 佐野市
53 鈴木　晃 那須塩原市
54 五十嵐正道 小山市
55 岩﨑喜美子 佐野市
58 井上光夫 矢板市
60 矢幅ツヤ子 真岡市
61 柳田アキ 佐野市
62 柴田重二 鹿沼市
64 島田房子 矢板市
65 星　武雄 日光市
66 松本幸雄 那須塩原市
67 関　克雄 さくら市
68 三田忠良 足利市
69 鈴木信次 群馬県邑楽町
70 秋田晴三 足利市
72 池澤稟恩 宇都宮市
73 髙橋徹夫 足利市
74 小竹　曻 佐野市
75 加藤喜三 福島県郡山市
78 森　秀夫 日光市
80 辻　孟嗣 宇都宮市
82 今地輝武 小山市
83 坂本丈夫 宇都宮市
84 秋山とし子 茨城県古河市
85 加藤恵子 宇都宮市
86 胡婧盈 宇都宮市
88 LIU BO YA 宇都宮市
91 関口まさ子 小山市
94 丸山信子 大田原市



95 黒川光世 宇都宮市
96 長森真佐美 佐野市
97 宮本珠歩 小山市
98 郷間隆夫 宇都宮市
99 石﨑壮卑洸 栃木市

102 岩上公一 佐野市
103 鈴木兼一 宇都宮市
106 岩瀬　純 宇都宮市
109 石塚　亨 栃木市
111 大島照代 真岡市
112 三浦　馥 小山市
115 青山初枝 真岡市
116 渡邉節子 真岡市
118 櫻井和恵 高根沢町
120 五月女宏子 宇都宮市
122 渡辺美代 宇都宮市
123 秋山尚江 宇都宮市
124 渡邉照夫 芳賀町
125 小金沢久枝 真岡市
127 片桐敏子 真岡市
128 大根田登美子 宇都宮市
131 金本貞子 宇都宮市
132 小林優太 宇都宮市
134 田村光枝 栃木市
136 芝田　空 宇都宮市
137 大嶋富夫 宇都宮市
138 前渋奈央子 小山市
139 佐手　稔 宇都宮市
142 髙橋和志 宇都宮市
143 兵藤欽哉 佐野市
144 福田正治 宇都宮市
145 山川清四郎 小山市
146 池口　慧 栃木市
147 渡辺美聡 壬生町
148 鎌田雄二 大田原市
151 谷田部文子 真岡市
153 松山正子 下野市
154 小林咲子 市貝町
155 鈴木政男 鹿沼市
158 星野満子 上三川町
159 亀井果歩 さくら市
161 中島嘉代子 宇都宮市
162 細川秀子 真岡市
163 鈴木光一 宇都宮市
164 桑原由美子 宇都宮市
165 長島正志 足利市
166 国安弘子 芳賀町
168 飯村正子 茂木町
170 渡辺恵一 鹿沼市
171 櫻井美佐子 真岡市
173 畠中千絵 日光市
174 雨宮　巧 野木町
175 山﨑悦子 佐野市
176 細野智子 宇都宮市
177 藤本　夢 壬生町

入選者　１１１名　（入賞者は除く）


