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新会友一覧（令和 2年度） 

総計 443名 

 

［日本画］  40名 

安住小百合  安藤洋子   足立昌之   天笠慶子   網谷真佐美   

石崎誠和   一木恵里   今村市良   大島麻美   大田実穂 

奥原美智子  上口文治   岸本志津   北川由希恵  工藤 彩 

黒岩けい子  黒岩知里   佐藤博子   坂田潤世   坂本武典  

清水 航   田中達也   竹ノ下ひさえ 長尾英代   西野千惠子 

野原都久馬  林 森次   福原康子   福本百恵   堀田律子 

前 都志子  前田恭子   三谷佳典   宮下和司   安田やよひ 

山本静香   山本眞希   吉田慶子   渡邊久二男  渡辺信子 

 

 

［洋 画］  121 名 

相澤裕一   青山英和   雨宮嘉吉   井田善子   井藤雅博 

伊藤尚尋   飯田由賀里  飯塚和秀   市原浩幸   今井明吉 

入江英子   岩瀬侑夫   江口 登   海老原秀男  小沢一廣 

尾﨑史典   大久保佳代子 加藤久子   海田敬子   神山晃一 

川上浩平   川俣修子   川村隆夫   木下博寧   木谷 徹    

菊岡政明   北原啓介   栗原誠子   小松茂子   米今里恵 

佐伯育郎   佐藤京子   斉木健治   齋藤勝美   齊藤紀久子 

酒井惠子   酒井文子   鷺 悦太郎  崎谷桂子   笹原弘子 

清水佳代子  島﨑英子   下田秀子   沈 堅毅   須藤赫子 

鈴木千壽   鈴木佳子   住井ますみ  曽我部厚美  孫 美良 

田口孝子   田中建司   田畑明日香  平良武二   髙橋和義 

髙栁剛士   出口順治   遠山厚史   時田治子   德丸 晃 

中田勝彦   中村裕二   中村悦子   中山小夜子  長江洽次 

西 美奈子  西澤史郎   西澤美幸   西田藤三郎  西野博樹 

西村日呂子  波多野雅子  橋場彰一   橋本弘幸   畑山明子 

林田博子   半田豊和   平田昌己   廣澤 節   藤井あかね 

藤井真之   藤川弘康   藤田和章   藤本雄二   細野篤子 

前 知津子  松井廣志   松永錞子   松原真紀   三橋允子 

三橋文彦   南 巖衛   宮城静子   宮原榮作   宮原 清    

明圓浪子   武藤久子   村上幸子   村田洋子   村山千鶴子 

望月照華   森 敬介   森 照造   安田祐治   安村敏彦 

柳澤利光   栁下義一   山口孝子   山口 操   山下光子 

山中さとゑ  山本正子   結城唯善   吉岡真紀子  吉川英一郎 
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吉田勝美   吉田 定   吉田武志   吉田 力   頼住美根生 

渡辺一弘 

 

 

［彫 刻］  18名 

芦田風馬   伊藤奏太   神山美登里  河口知佳   澤口准子 

志村広子   樽井美波   西見智之   西山良文   灰塚みゆき 

播間公次   松宮紀代   三政洋一   美坂康太郎  宮地淑江 

本村勝也   諸井謙司   山本将之 

 

 

［工芸美術］ 65名 

青山祐子   天谷理彩   荒木スミ子  五十嵐まさみ 井上英基 

井野清次   猪俣美帆   池 絹江   石上久美子  石田満美 

市川博一   宇佐見美和  植山佳子   氏家未香子  梅田 洋 

小澤正勝   小田中 藍  大谷桂子   太田いくみ  金井大輔 

神尾和子   川本ちゑ子  木村正和   北嶋裕子   小池信子 

小林洋子   興梠宜伸   近藤卓浪   斉藤頼子   澤田達子 

清水幹夫   正和朗実   鈴木輝男   鈴木義之   瀬尾三千代 

髙木彩子   高橋幸一   竹内 剛   竹川欣秀   竹花富美子 

谷口良孝   辻 宏美   寺島利男   冨澤利男   冨田忠志 

中村厚子   中村 慎   長尾一正   平瀬マリ子  平野まり子 

平山敏文   福田典子   藤見眞知子  眞島美代子  松宮輝明 

三本健助   三輪廉浩   峯尾直明   宮木 康   宮島正志 

村尾一哉   村上守治   村越郁夫   湯浅双葉   吉江夕音 

 

 

［書］    199名 

安積九齢   青谷祥泉   赤澤寧生   秋元貞治   秋山千華 

浅野峻卿󠄁   浅野鈴秀   井上邦子   井上南海   井田智佐子 

井出琴泉   伊東龍州   伊藤小游   伊藤雅一   池田光遊 

池田春汀   石田朴洞   石丸暁風   出田塘葭   磯 翠茗 

今井仙童   岩谷香代子  岩脇佐雅   卯中惠美子    宇多青莎    

上田大愚   上野逸畔   植森克昌   氏田照陽   内山寒山 

惠谷錦繡   遠藤慶光   尾崎木堂   大門光熈   大河紫流 

大河原節子  大澤梢光   大田鵬雨   大田 亘   大橋永佳 

大平汀華   大森湖仙   大山麗泉   恩田静月   加藤欄遂 

我部玉萩   片山清洲   亀山真佐江  川代久美子  川西美智 

川端春蔦   河﨑鵬堂   河田三和子  菅野禎心   木原研石 
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国原葉月   窪田晶香   熊谷咸集   粂田芝青   小島岐香 

小島健堂   小林玉秋   小林明香   小森烟雨   古林菱花 

幸喜洋人      河野玲風   郡 玉川   越坂久雄   輿水紫石 

近藤江南   佐久美泉涯  佐々木紅濤  佐々木寿裕  佐藤芳越 

佐貫省風   斎藤真澄   坂元紫香   坂本由朗   酒井幸子 

澤田月華   三箇清暉   芝崎玲華   芝野美邨   柴谷峰花 

島田香岫   島田小摂   下川蒼田   須藤恵里   末吉舞舟 

菅内皓雪   杉山玉秀   鈴木史鳳   鈴木翔雲   鈴木庸生 

炭谷春香   田頭昭子   田中光穂   田中豊香   田中夕綏 

田ノ岡大雄  田村彰規   田村秋海   高木紅舟   高桑嚴風 

髙野清玄   髙橋雅風   高橋江東   高山松雨   瀧谷登希 

竹本大鶴   武村榮子   辰林法子   谷口和光   調子久美子 

津久井智恵美 経澤菁汀   坪井華泉   露﨑玄峯   寺尾碩雲    

寺尾桑林   戸村舟里   東海美風      藤 茜女   中岡志織    

中嶋和子   中田藤葩   中西柳邨   中村暢子   中家寛子    

長沼龍雲   滑志田方苾  南條硯影   仁科惠椒   丹羽春蘭    

新田梨香   西方純晴   西村雅舟   八田登雲   原 多詠子   

原 満子   原沢游古   原田伯禹   桧垣伸子   樋口紫水    

平位かよ子  不動佑南   福井淳哉   福井青藍   福井佑香    

福島輝子   福田明代   福富玲茜   福永美泉   福本朱凰    

福山大轟   藤井草香   藤巻昭二   藤森大節   藤原郁代 

舟引遥香   細川石圃   細田晴美   堀田泰彦   本波棲亭    

眞喜屋華泉  真崎摂葉   町田景雲   松浦螢郊   松尾無雙    

松本百合子  三宅教之   水戸静琴   水野峯翠   光枝旭翠    

向井京子   麦倉翠江   村上千砂   本浪 枝   森上洋光    

森川史実代  森田草藍   森津竹仙   八島芝瑤   八尋漱玉    

安河内弘子  安信 緑   柳沢翠明   山内香楓   山川昌泉    

山口香苑   山田博道   山本晃一   山本秦鼎   山本筑崖    

山本満理子  吉澤太雅   吉田昌美   渡辺翠波 


