
 

第 98 回白日会展 推挙者  (2022)  
 
 
会員推挙    
 
【絵画】     
有川 利郎  埼玉 
太田 貞成  神奈川  
大橋  良子  千葉 
大原 永津子  静岡  
沖津 信也  山形 
川畑 太  奈良 
熊野  サチ  神奈川 
黒木 ゆり  広島 
金野 圭助  神奈川        
田中  知子  滋賀  
田中 裕子  千葉     
中川  道子  埼玉  
中島 あけみ  東京 
永瀬  美緒  東京 
中村 成代  三重 
西脇 恵  京都 
沼尻 康之  神奈川 
藤森 直樹  千葉 
古澤 新司  愛知 
政木 久美子  千葉 
松﨑 善幸  長崎 
的崎 裕子  岡山  
𠮷𠮷間 春樹  千葉 
和田 幹雄  山口 
 
【彫刻】      
平木 美和  熊本 
 
 
 
準会員推挙 
 
【絵画】         
淺井 秀雄  大分 
井口 和夫  東京 
石濱 阿里紗  奈良 
岩﨑 喜美子  栃木 
犬童 征士  熊本 
植村  千尋  三重 
内山 みち  三重 
江田 康夫  岡山 
海老沼 清  栃木 
 
 

 
 
 
大泉  雄一  愛知 
菊地 裕一  茨城 
岸浦 有希  埼玉 
小林 克敏  愛知 
佐伯 美穗子  大分 
左海 和人  奈良 
佐藤 みち子  静岡 
篠﨑 好子  栃木 
田中 真季  熊本 
玉利  紀子  長崎 
道本 勝  和歌山 
中山 十六   岡山 
蜂須賀 仁  愛知 
服部  知子  愛知 
松村 真理子  埼玉 
三井 敏之  東京 
南  建  東京 
森重 美香  鹿児島 
山口  和子  愛知 
𠮷𠮷田 道子  静岡 
渡邉 奈保子  滋賀 
渡邊 裕榮  長崎 
     
【彫刻】     
該当者なし 
 
 
 
会友推挙 
 
【絵画】      
浅沼  利信  東京 
安藤 則子  山口 
井尾 和廣  大分 
池田 宏介  京都 
一瀬 千佳子  長崎 
伊藤 大悟  埼玉 
苛原 治  神奈川 
岩本 澄子  静岡 
小沼  竹男  茨城 
河西 博  静岡 
菊池 威  長野 
久野 喜義  愛知 
窪田 紀子  大阪 
 
 



見城 康祐  神奈川 
小久保 薫  埼玉 
佐々木 君江  岩手 
佐藤 千代  神奈川 
白取 春映  東京 
園田 保博  大分 
髙橋 主也  栃木 
武田 誠好  長野 
玉木 充  岐阜 
角田  和子  静岡 
朝永 丁心  愛知 
中島 みどり  宮城 
藤生 薫里  埼玉 
藤田 太  大分 
藤原 公子  埼玉 
古島 淑子  栃木 
松井 孝吉  滋賀 
松田 栄治  滋賀 
松本 凌介  広島 
三谷 泰之  東京 
宮﨑 宗人  神奈川 
村上 紘一  岩手 
山神 敦  大阪 
山口 茂  長野 
山下 保美  栃木 
山田 利男  神奈川 
山本 茂子  大阪 
若尾 篤志  東京 
渡邊 由美  愛知 
 
【彫刻】     
佐々木 シュウジ  大阪 
内藤 千尋  東京 
服部 亜美  埼玉 


