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ふりがな 氏　名 ふりがな 氏　名
1 会員 いしづき すすむ 石附　進 1 会友 たかいえまさひろ 髙家　正広
2 会員 たなか りょう 田中　良 2 会友 いなもとれいこ 稲本　玲子
3 会員 よしい えいじ 吉井英二 3 会友 もりたみえ 森田　実穂
4 会員 かがわ たけし 香川　猛 4 会友 ひらさわきくこ 平澤　紀久子
5 会員 にし けんきち 西　健吉 5 会友 よしだともこ 吉田　朋乎
6 会員 くろかわ あきお 黒川彰夫 6 会友 むらいよしはる 邑井　吉治
7 会員 おざき いさお 尾崎　功 7 会友 よしだたづえ 𠮷田　多鶴恵
8 会員 なかはら ふみお 中原史雄 8 会友 さかもとけいこ 坂本　啓子
9 会員 いちじょう きよあき 一乗清明 9 会友 たなかまさこ 田中　正子
10 会員 きど せいろう 木戸征郎 10 会友 みずもとみほこ 水元　美穂子
11 会員 たきざわ たかふく 瀧澤賢福 11 会友 まとばいそひこ 的場　五十彦
12 会員 かわうち さとる 川内　悟 12 会友 きむらのぶこ 木村　信子
13 会員 のむら みそら 野村みそら 13 会友 ふくしまなな 福島　菜菜
14 会員 さんご かつひろ 三後勝弘 14 会友 はせがわはるか 長谷川　晴香
15 会員 なかじま としあき 中島敏明 15 会友 みつかわよしのり 三津川　好則
16 会員 うぶかた じゅんいち 生方純一 16 会友 やなぎさわあやこ 柳澤　綾子
17 会員 つるおか よしあきら 鶴岡義詮 17 会友 わかさようこ 若狹　洋子
18 会員 よねだ せいこう 米田整弘
19 会員 たがわ　えり 田川絵理 1 一般 こみなみはるじ 小南治次
20 会員 やまなか のぶあき 山中宣明 2 一般 とがわようこ 戸川洋子
21 会員 もりおか けんじ 森岡謙二 3 一般 かわぎしたつお 川岸達雄
22 会員 ほりお いちろう 堀尾一郎 4 一般 きむらひろこ 木村裕子
23 会員 すどう あいこ 須藤愛子 5 一般 やましたかずひで 山下和秀
24 会員 たうらてつや 田浦哲也 6 一般 のだきみよ 野田喜美代
25 会員 いりさ みなこ 入佐美南子 7 一般 まるたちよこ 丸田智代子
26 会員 はなわ たまよ 塙　珠世 8 一般 すずきけんいち 鈴木健一
27 会員 よこまえ ひでゆき 横前秀幸 9 一般 やまもといくお 山本郁夫
28 会員 ほんま ちえこ 本間千恵子 10 一般 せのえいこ 瀬野榮子
29 会員 おおぶち まみこ 大渕万弥子 11 一般 えもとかずこ 江本佳寿子
30 会員 いのうえ ひろよし 井上裕義 12 一般 たなかかつよ 田中克代
31 会員 こうず　ひさお 甲津久生 13 一般 まるやまのりゆき 丸山紀行
32 会員 いのうえ　くにお 井上邦男 14 一般 うぇい　い 韋　　藝
33 会員 うえの かずこ 上野和子 15 一般 せがわゆかり 瀬川ゆかり
34 会員 ともまさ　みつお 友政光雄 16 一般 みなよしつねゆき 皆吉経之
35 会員 こいで かずえ 小出和枝 17 一般 ささきはるみ 佐々木晴美
36 会員 こぼき ゆういち 古保木雄一 18 一般 あさのひろし 浅野紘史
37 会員 ふじたに たかし 冨士谷　隆 19 一般 おのはるひさ 小野晴久
38 会員 かみむら いくこ 上村育子 20 一般 まつうらしげる 松浦　茂
39 会員 たにぐち さだひさ 谷口貞久 21 一般 いのうえよしこ 井上良子
40 会員 ふじたに すすむ 藤谷　進 22 一般 くぼでらかよ 久保寺香代
41 会員 いしばし くにお 石橋国夫 23 一般 はしもとのりこ 橋本則子
42 会員 きたむら みか 北村美佳 24 一般 かじきなるみ 加治木成美
43 会員 たかはた あきら 高畑　彰 25 一般 しまざきさや 島崎紗椰
44 会員 いしだ かつみ 石田勝己
45 会員 もちはら のぶひさ 餅原宣久
46 会員 やまなか よしたか 山中惇孝
47 会員 せの みちこ 瀬野道子
48 会員 ねぎ さとる 根木　悟
49 会員 はせがわ しょうぞう 長谷川昭三
50 会員 おおいわ まりこ 大岩万里子
51 会員 おだじま えいこ 小田島えい子
52 会員 さかい としこ 酒井とし子
53 会員 しまだ みどり 嶋田みどり
54 会員 とくなが すえこ 徳永スエ子
55 会員 のびら ともひろ 野平智広
56 会員 やまおか あすか 山岡明日香
57 会員 やました かじん 山下かじん
58 会員 いしざき ゆうこ 石﨑琇子
59 会員 たかみ あい 髙見　愛
60 会員 やまぐち ひろし 山口博司
61 会員 よしかね ゆきえ 吉金幸枝
62 会員 ありま ひろふみ 有馬広文
63 会員 いしかわ ゆみこ 石川由巳子
64 会員 おの ゆきこ 小野由紀子
65 会員 たなか せつこ 田中節子
66 会員 みやけ あつこ 三宅敦子
67 会友 ほりたに りえ 堀谷莉恵
68 会友 ひらばやし なおや 平林直哉
69 一般 のぐち あきら 野口　晃
70 一般 はるき りん 春木　凛
71 一般 なかざわ すみよ 中澤純代
72 会員 みやむらまさる 宮村　長（遺作）

京滋会友

京滋一般

第105回記念二科展 巡回展|京都展|展示者リスト
巡回作品 77点 （72名）　京滋会友 19点 （17名）　京滋一般 29点 （25名）　合計 125点 （114名）

※都合により展示作品が変更になることがありますのでご了承下さい。


