
 第8回日展（大阪展）陳列作家一覧 
  （五十音順・ 令和4年2月25日現在) 

 第5科 書（257名） 

【巡回作品】 【地元作品】 越智 芙陽 髙井 雪廉 新谷 泰鵬 村川 了孔 
 新井 光風 青木 理子 嘉祥寺 慶光 髙岡 佳泉 布谷 美寶 森 庸子 
 有岡 崖 明石 聴濤 金井 千佳 高階 友子 野田 岳豊 森川 史実代 
 井茂 圭洞 秋山 英津子 金澤 知香 髙見 廣流 橋本 小琴 森嶋 隆鳳 
 石坂 雅彦 淺田 大遠 川﨑 大開 竹本 大鶴 橋本 瀟碧 森田 洋子 
 一色 白泉 浅野 美津代 川﨑 大幹 多田 佳秀 浜上 静山 八木 山鈴 
 岩井 秀樹 東 希晃 川下 旭蓉 辰林 法子 林 爽瑤 保田 寒月 
 植松 龍祥 東 錦也 川代 久美子 立山 艸雪 春本 須美子 安田 東鶴 
 牛窪 梧十 足立 桃洲 上林 三玲 田中 桜秀 坂東 恵風 安信 緑 
 大田 鵬雨 阿部 泰秀 上林 由季 田中 景雲 東塚 可舟 安原 山遥 
 尾崎 邑鵬 有宗 蘭園 岸本 聖城 田中 溪琴 平位 かよ子 山口 香苑 
 尾西 正成 池田 毓仁 喜多 芳邑 田中 宏雨 平岡 貴子 山下 啓明 
 鹿倉 碩齋 池田 理恵子 北山 転石 田中 翠畦 広瀬 良子 山根 亙清 
 河合 鷹山 池永 碧濤 楠本 素芳 田中 徹夫 深瀬 裕之 山本 朱美 
 倉橋 奇艸 石井 孤有 久保 礼子 田中 俊子 福光 幽石 山本 景苑 
 黒田 賢一 石井 里梅 熊原 麻里子 田中 由美子 藤井 草香 山本 高邨 
 近藤 浩乎 伊地知 紀子 河野 澄子 谷口 幸子 藤井 義秀 山本 方園 
 澤田 虚遊 石橋 梅香 河野 多美子 谷口 至代 藤岡 都逕 横井 加織 
 関 吾心 位田 惠彬 後藤 香真 田原 茂子 藤下 光世 横井 江風 
 高木 厚人 伊藤 一翔 小西 泰鳳 辻元 邑園 藤原 あゆみ 横山 煌平 
 髙木 聖雨 伊藤 江星 小西 蘭香 壷井 啓華 藤原 花畦 横山 雪遙 
 田中 節山 伊藤 静波 小鉢 華舟 坪内 翠楓 藤原 藍泉 𠮷田 彩雨 
 土橋 靖子 井上 映粧 小林 逸光 妻木 まち子 舟尾 圭碩 吉津 ゆり 
 寺坂 昌三 井上 雅章 小林 明香 出谷 久美子 舟瀬 純子 和田 香游 
 時崎 五鳳 井森 敏美 小松 雅水 寺田 祐子 古谷 好啓 
 歳森 芳樹 岩永 栖邨 小八木 紅瑛 堂本 雅人 文能 霞峰 
 豊原 睦子 上野 佐登美 小山 華溪 戸田 早耶 平樂 大龕 

 内藤 富  植林 山華 佐井 麗雪 豊田 俊翠 細田 晴美 
 永守 蒼穹 枝光 鮎子 佐伯 暁月 鳥居  細谷 暢香 
 西村 大輔 榎倉 香邨 酒井 礼子 中 香翔 堀 恵子 
 馬場 紀行 襟立 玉英 阪野 鑑 長井 素軒 本田 香蓉 
 日比野 博鳳 遠周 宏員 阪本 秋篁 中右 万佐代 前島 泉洲 
 星 弘道 大住 仁堂 坂本 宏則 中川 裕晧 前田 和美 
 真神 巍堂 大田 淳 櫻井 櫻女 中谷 まさみ 牧野 聖雲 
 松村 博峰 大谷 美代子 佐藤 芳越 中西 桃園 益子 知佳子 
 真鍋 井蛙 大西 すず 塩野 蒼雲 中野 壽照 松井 壴邨 
 森上 光月 大西 美鈴 芝池 貴子 長野 朋子 松尾 美舟 
 森田 彦七 岡田 直樹 柴原 月穂 中野 佑美 松村 香露 
 山本 大悦 岡田 蒔子 芝原 遥 中原 朱穂 松村 山麗 
 吉川 美恵子 岡西 光剡 渋谷 翆園 中村 文美 松本 蒼苑 
 吉澤 石琥 苧木 みゆき 島岡 弘子 七岡 宏樹 松本 敏子 
 吉澤 大淳 奥村 仁美 冷水 素江 形川 清光 眞殿 イツ子 
 和中 簡堂 尾﨑 明子 清水 まみ 南條 佳園 萬谷 碧凰 
 尾﨑 紫惺 城市 魁岳 南條 硯影 三橋 永青 
 尾﨑 司邑 白樫 春曄 西尾 利香 宮崎 葵光 
 尾崎 蒼石 杉本 由美 仁科 惠椒 宮谷 香暉 
 小田 大拙 鈴木 清爽 西村 鶏洲 三輪 章庭 
 小田 鳳岳 曽我部 昌甫 西村 自耕 村上 松月 


