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(洋画) 　515名

安藤嘉一 入江英子 岡田俊一 ｺﾙﾄﾞﾊﾞｯﾁｪ･ﾏﾝｽｰﾙ 鷺　悦太郎
吾妻　篤 入江康子 岡田正己 小枝利汎 崎谷桂子
阿戸猛子 岩井幸子 岡本隆寛 小材啓治 迫田嘉弘
阿部　香 岩井中敬二 沖津信也 小塩  武 笹原弘子
阿辺　隆 岩瀬侑夫 奥田利勝 小谷ヒロ子 沢山睦子
相澤裕一 岩政洋子 加賀雅英子 小玉誠司 ｼﾞｭﾃﾞｨ･ｵﾝｸﾞ倩玉
相本英子 岩本佳子 加曽利光男 小寺和子 志賀一男
青木貴次 宇賀治徹男 加藤久子 小林武雄 志水和司
青木年広 宇野孝之 加藤正士 小林辰也 清水惠為子
青木廣光 上野幸子 海田敬子 小林理恵 清水佳代子
青木正子 上野　豊 柏木信博 小松茂子 塩屋信敏
青木良識 上原文丸 柏野敦子 後藤　晋 篠田ますい
青栁敏夫 上平澄江 春日裕次 後藤　勉 篠原裕輔
青栁泰生 植田愛子 粕谷邦男 河内八重子 柴田祐司
青柳幸子 植野　悟 形田良四郎 河野健一郎 島﨑英子
青山映子 植野睦夫 金築秀俊 興梠富士夫 島村濟子
青山誠一 植村隆久 金光　緑 合田定子 下 時治郎秀臣
青山英和 浮田秀雄 鎌田祐子 國府田仁彌 下田秀子
秋山たかし 内山千寿子 神山晃一 國分真佐子 霜田精奏
秋山範子 内海洋江 川上浩平 越谷なつみ 社河内綾子
秋山　光 梅沢圭子 川野昌子 駒形　光 庄村純子
雨宮嘉吉 梅村道子 川俣修子 米今里恵 白石美佐子
荒木恵子 卜部俊孝 川村隆夫 近藤欣子 白木啓嗣
新井　隆 卜部正行 河田　純 佐伯育郎 沈　堅毅
井上伝蔵 江口武志 河田安市 佐川美都里 神保孝夫
井上美知子 江口　登 木下博寧 佐久間陽子 須藤赫子
井上陽照 江田康夫 木島芳雄 佐々木かず子 菅井隆吉
井田善子 江守マリ子 木谷　徹 佐々波啓子 杉　正則
井藤雅博 榎本敬子 木村のり子 佐藤　淳 杉浦春一
伊藤常男 蛯原祥二 木村泰子 佐藤京子 杉田公子
伊藤尚尋 海老原紀代子 来山倫子 佐藤景紗美 杉森企観明
伊藤寿雄 海老原秀男 菊岡政明 佐藤幸子 杉山光男
伊藤二三男 小沢一廣 岸本　修 佐藤徹子 鈴木英子
飯田さち子 小髙　博 北川直枝 佐藤信夫 鈴木克尚
飯田由賀里 小沼秀夫 北沢　計 佐藤政弘 鈴木多賀代
飯塚和秀 小野大輔 北原啓介 佐藤洋子 鈴木千壽
飯塚康弘 尾﨑史典 吉川和典 佐野慎一 鈴木雪子
池岡　信 尾関静枝 桐原美根子 才村　啓 鈴木佳子
池上わかな 尾山　章 久保純子 斉木健治 鈴木義伸
池崎　幸 織田仁美 草野好夫 齋藤一郎 砂田澄子
池田　茂 大岡貴美子 楠　崇子 齋藤勝美 住井ますみ
池谷孝子 大上敏男 口澤　弘 齊藤紀久子 住吉由佳子
石井美沙枝 大木基彰 熊谷明子 齋藤　均 瀬川義明
石川吉郎 大久保佳代子 熊谷淳男 坂井信子 関野智子
石田洋一 大澤弘叔 栗原誠子 坂上泰江 相馬順子
泉　湍津子 大地　統 黒木ゆり 坂手得二 曽我　章
市原浩幸 大塚  健 黒阪陽一 坂本敏行 曽我部厚美
鴨脚えり子 大原良子 黒沢信男 酒井惠子 孫　美良
稲田栄策 岡崎　浩 黒田保臣 酒井英実 田上雅康
今井明吉 岡島春美 黒政幸義 酒井文子 田口孝子
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https://youtube.com/channel/UCosI50nkGhVCp4ZgF30pDWg
http://www1.megaegg.ne.jp/~ryu/index.html
https://tomoko-s.jimdofree.com/


田代晃三 常原佳子 西村日呂子 藤川弘康 望月通代
田代利夫 鶴房健蔵 西村　満 藤田和章 森　敬介
田所雅子 出口順治 西本正義 藤本正男 森　照造
田中一利 土肥　朗 根布谷重子 藤本雄二 森　康夫
田中公子 戸苅武宏 野末光子 藤原　博 森　洋一
田中　孝 戸部善晴 野村京子 古渡理行 森木　明
田中建司 遠山厚史 野村滋子 星野雅子 森下修三
田中　守 時田治子 野村松庫 細野篤子 森田正孝
田畑明日香 時田雅子 羽根田　隆 細谷敬子 森本克彦
田原充子 德丸　晃 波多野雅子 堀之薗光一 矢沢  功
田辺康二 所　征男 萩原純子 本田年男 薬本武則
田部明芳 富松重勝 橋浦尚美 本多和矩 安田祐治
大丸七代 豊田信也 橋場彰一 本間ケイ 安村敏彦
太佐寿一郎 鳥越加代子 橋本弘幸 前　知津子 柳澤利光
平　久美子 名倉剛治郎 長谷川　清 前川ひろこ 栁下義一
平良武二 中井悦子 長谷川金一 前田恵美子 栁沼知惠子
高木満智 中垣貴子 長谷川忠廣 前田多津子 山内大介
髙崎高嗣 中澤嘉文 長谷川雅敏 正木　茂 山岡健造
髙田惠子 中島明子 長谷川満智子 正守荘志 山岸忠彦
高田啓介 中島与四郎 畑山明子 益山　恵 山岸裕和
髙橋和義 中田勝彦 服部譲司 増岡奈緒 山口孝子
髙橋喜美子(京都) 中西　敦 花巻  碧 増山久一 山口　操
髙橋喜美子(奈良) 中野雅友 早川二三郎 町田えいめい 山﨑幹雄
高橋健一 中村幸枝 早崎和代 待井恭子 山下あゆ美
高橋二美男 中村静子 早渕輝視 松井天一 山下英夫
髙橋洋一 中村末二 林　榮市 松井廣志 山下光子
髙栁剛士 中村裕二 林　泰二 松木康弘 山田一郎
高山博子 中村悦子 林田博子 松田利子 山田紀代子
瀧井利子 中村龍介 原  秀一 松田寧子 山田喜代子
瀧澤　徳 中山小夜子 原田一裕 松永錞子 山田昌三
竹内信子 永尾和子 原田たかし 松原真紀 山田博司
竹内　恵 永谷光隆 張山田鶴子 松村幸子 山中さとゑ
竹原邦樹 永山秀男 半田豊和 三橋允子 山之内  弘
武　敏夫 長江洽次 日吉　充 三橋文彦 山本英夫
武石絹枝 長岡一豊 樋口文子 三村浩二 山本浩之
武石英孝 縄稚誠基 東　輝雄 三好安奈 山本博男
武田佐吉 南城由起子 東　才訓 三好義章 山本正子
武田直美 難波知津子 東　嘉美 水野佳子 山本佳子
武田信雄 難波佳子 菱田直美 南　巖衛 湯淺廸哉
立木雅子 二宮勝憲 平賀公二 宮城静子 結城唯善
橘　貴紀 二宮弘一 平田昌己 宮原榮作 横田テル
谷　晶子 新田輝也 平野孝子 宮原　清 横山順子
谷　俊緒 新延泰雄 廣澤　節 明圓浪子 横山哲則
谷岡経津子 西　正則 深津美南子 武藤久子 吉岡真紀子
玉城栄一 西　美奈子 福田好克 村上　選 吉川英一郎
知久正義 西川誠一 福田佳史 村上幸子 吉田勝美
茶谷雄司 西澤史郎 福本弥生 村田洋子 吉田　定
佃　常觀 西澤美幸 藤井あかね 村山千鶴子 吉田泰三
土田恒夫 西田藤三郎 藤井真之 室　佐吉 吉田　孝
土田照子 西野博樹 藤川耕太郎 望月照華 吉田武志
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https://michiko-hase.net/
https://ekaki-yoshiko.jimdo.com/
https://www.tadayoshi-yuki.com/


吉田武功
吉田　力
吉田　康
吉塚春生
吉野隆章
米澤玲子
米満大九郎
頼住美根生
和田　毅
渡辺一弘
渡辺せつ子
渡邊眞喜代
渡辺正巳
渡辺陽子
渡部かよこ
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