
第69回春日井市民美術展覧会

雅号あいうえお順　写真部門　展示場所リスト
雅号 展示場所 賞 有資格者
浅井　馨        無鑑査 無鑑査

安達　和子      無鑑査 無鑑査

安達　章三      入選3 1一般

荒川　一正 入選3 1一般

安藤　年孝      入賞 市議会議長賞 無鑑査

安藤　宏幸      審査会員(通路） 審査会員

家田　大輔 入選5 1一般

石井　和廣 入選3 1一般

石井　啓喬      無鑑査（通路） 無鑑査

石川　宜明      入選5 1一般

石黒　清孝      入選5 1一般

石黒　みさ子 入選3 1一般

石黒　良夫 入選6 1一般

磯部　正夫      無鑑査 無鑑査

磯村　弘        入選5 1一般

市原　淳宏 入選3 1一般

伊藤　滋        審査会員(通路） 審査会員

伊藤　智広      入選3 1一般

伊藤　とよ子    委嘱（通路） 委嘱

伊藤　廣治 入選5 1一般

稲垣　一弘      入選4 1一般

井上　利宏      入選4 1一般

今泉　信一      入選2 1一般

井村　敬次      入選6 1一般

伊里　孝彦      入選2 1一般

上原　一郎      無鑑査（通路） 無鑑査

牛場　建一      無鑑査 無鑑査

江﨑　光男 入選4 1一般

大熊　俊雄      入選4 1一般

大嶋　和美      委嘱（通路） 委嘱

大島　雅子      入賞 市長賞 無鑑査

大島　守        無鑑査 無鑑査

大西　寛        無鑑査 無鑑査

小笠原　貞二    入選1 1一般

岡島　敬司      入選3 1一般

荻野　弘        入選2 1一般

奥村　克己      審査会員(通路） 審査会員

奥村　起巳生    無鑑査 無鑑査
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小椋　英雄 入選3 1一般

小原　壮一      入選5 1一般

折戸　秀明      入選3 1一般

垣内　正博 入選4 1一般

籠橋　定省      入選6 1一般

笠原　照雄 入選6 1一般

加島　治夫      入選3 1一般

片田　芳朗      入選4 1一般

加藤　宏 入選4 1一般

加藤　学        入選1 1一般

加藤　道子      入選4 1一般

金澤　正浩      入選2 1一般

川合　秀志      無鑑査 無鑑査

神戸　敏文 入賞 観光コンベンション協会会長賞 1一般

木全　眞里子 入選3 1一般

木村　弘之 入賞 奨励賞 1一般

久野　榮次      入選3 1一般

久野　泰宏      入賞 財団理事長賞 無鑑査

熊澤　晴夫 入選3 1一般

熊野　義樹      入選6 1一般

桑原 良憲       入選2 1一般

鴻江　司郎      無鑑査（通路） 無鑑査

小島　明男      入選3 1一般

小島　俊子      入選6 1一般

後藤　和雄 入選3 1一般

斉藤　光代 入選5 1一般

酒井　香江子 入賞 奨励賞 1一般

酒井　親        入選2 1一般

榊原　司        無鑑査 無鑑査

坂田　百栄      入選3 1一般

坂本　進        委嘱（通路） 委嘱

坂本　秀明      入選5 1一般

澤田　昌俊      入賞 奨励賞 1一般

重田　かつ子    入選5 1一般

信濃　喜六      入賞 奨励賞 1一般

下平　邦弘 入選1 1一般

下村　立上      入選4 1一般

杉村　靖之      入賞 奨励賞 1一般
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杉本　ひなた 入選3 1一般

杉山　道生 入選6 1一般

鈴木　建彦 無鑑査 無鑑査

鈴木　哲夫      入選3 1一般

鈴木　宏昭      入選4 1一般

竹島　光治      無鑑査 無鑑査

竹島　洋子      無鑑査 無鑑査

田村　元雄      入選1 1一般

坪井　満子      入賞 観光コンベンション協会会長賞 無鑑査

外勢　肇 無鑑査（通路） 無鑑査

豊田　實 入選5 1一般

仲井　由美子    入選5 1一般

中條　巖 入選3 1一般

永田　昭夫 入賞 奨励賞 1一般

中西　眞二      委嘱（通路） 委嘱

永宮　正義      無鑑査（通路） 無鑑査

中村　和夫      入選1 1一般

中村　春喜      入選1 1一般

名倉　進        入選5 1一般

西井　忠義      委嘱（通路） 委嘱

西村　隆二郎    入選6 1一般

丹羽　省吾      審査会員(通路） 審査会員

丹羽　正彦 入選1 1一般

丹羽　守男      入選1 1一般

野村　政明 入賞 奨励賞 1一般

橋本　章 入賞 奨励賞 1一般

長谷川　忠志    入選3 1一般

長谷川　能文    入選1 1一般

波多野　咲枝    入賞 観光コンベンション協会会長賞 1一般

波多野　豊子    入選2 1一般

早川　幸夫 無鑑査 無鑑査

林　柾樹        無鑑査（通路） 無鑑査

平川　朋実 入選5 1一般

平澤　孝允      入選2 1一般

藤井　孝顕 入選4 1一般

藤田　文夫 入選3 1一般

藤田　守男      入選3 1一般

古田　恵美子 入選2 1一般
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古田　修        入選4 1一般

堀尾　澄男      入選1 1一般

本郷　智之      入選5 1一般

凡三 無鑑査（通路） 無鑑査

前川　敦哉      入賞 奨励賞 1一般

前田　昌弘      入選3 1一般

前村　嘉治      入選3 1一般

益江　健一郎    入選3 1一般

松下　進 入選6 1一般

松田　健 入選3 1一般

松永　昭弘 入選5 1一般

松本　唯明      無鑑査 無鑑査

三尾　康之      入選2 1一般

水谷　琴美      入選4 1一般

南　典男 入選1 1一般

村里　茂延      委嘱（通路） 委嘱

村田　正美 入選4 1一般

森　幹雄        入選2 1一般

森　美智子    入選3 1一般

森嶋　廣        入選1 1一般

森田　和生      入賞 委嘱特別賞 委嘱

安塲　佳展      委嘱（通路） 委嘱

山岸　武久      入選4 1一般

山田　公治 入選5 1一般

山田　徹 入賞 教育委員会賞 1一般

雪嶋　大        入賞 奨励賞 1一般

吉野　徹        無鑑査 無鑑査

吉村　清子      無鑑査 無鑑査

渡邊　信二郎    入選2 1一般

渡邉　勉 入選6 1一般

渡辺　久尚      入選4 1一般


