
惠 孝 

郎 

第32回日展 
■日本画 
 無鑑査 木村友彦（4） 
 入選 赤坂佳美（24） 飯田裕二（6） 
  石川文子（27） 宇井久雄（4） 
  落合初美（7） 上村洋介（5） 
  喜田小夜子（26） 小島美奈（27） 
  佐々木淳一（6） 佐野剛（25） 
  白井久義（5） 末松芳野（25）　　  
  鈴木淳子（22） 林真（22）　　　　 
  吉田千恵（24） 
■彫刻 
 入選 石田昇（8） 大路宗規（22） 
  河村佳則（7） 神戸尚子（26） 
  高田佳枝（26） 田中厚好（10） 
  宮城志保（25） 長坂紀義（11） 
  植田努（25） 岩元亜希子（27） 
 
日彫展（彫刻） 
 東海テレビ賞　長坂紀義（11） 
 入選 青井靖子（27） 植田努（25） 
  神戸尚子（26） 河村佳則（7） 
  柴田恭宏（25） 木下泉（28） 
  田中厚好（10） 肥田宣知（27） 
  松本俊一（14） 森矢真人（26） 
 
第36回日春展（日本画） 
 日春賞 岡本昌子（23） 佐野剛（25） 
 奨励賞 吉田千恵（24） 
 入選 鵜飼義丈（25） 落合初美（7） 

  上村洋介（5） 木村友彦（4） 
  喜田小夜子（26） 佐々木淳一（6）  
  白井久義（5） 鈴木淳子（22）  
  遠藤勤子（25） 水野加奈子（28）  

  山口今日子（22）　 柚木知美（27） 
  渡辺智子（24） 
 
臥龍桜日本画大賞展 
 入選 鵜飼義丈（25） 倉野奈央子（28） 
  玉本誠（26） 宮原剛（25） 
  余誤英明（27） 
 
青垣日本画展 
 鵜飼義丈（25） 
 
白日展 
■日本画 
 秋谷太朗（23） 
■洋画 
 山田真二（18） 柳瀬雅夫（21） 熊崎尚樹（26） 
 西島卓磨（26） 酒井万紀（18） 
 
関西展（日本画） 
 末松芳野（25） 
 
春の院展（日本画） 
 川瀬公基 
 
第78回中部春陽会展（洋画） 
 杉浦尚史（5） 鈴木善晴（23） 小林憲明（26） 
 森大悟（26） 

第97回大平洋美術展 
 井上悟（1） 野沢道代 旧姓鈴木（10） 
 岩田知幸（15） 水野暢之（13） 見持祐子（22） 
 
中部自由美術協会展 
■洋画 
 足立龍男（2） 高松功（11） 
■彫刻 
 隈部直臣（15） 
 
第75回国画会展 
■洋画 
 小西雅也（16） 黒田皇（18） 
■彫刻 
 鈴木琢磨（22） 上山明子（26） 三枝久美（24） 
 
主体美術協会展 
 辻由紀（20） 
 
二紀展 
 荒木勝彦（17） 
 
美術文化協会展 
 清崎晃代（17） 
 

春季創画会 
 小川佳浩（20） 

（　）は卒業期　　 

TEL 0568-24-0325　FAX 0568-25-4190

 











●あさのゆき展（20期卒　浅野 友紀） 
2000年5月29日～6月3日：Gallery銀座フォレスト 

●秋田 光彦展（5期卒　秋田光彦） 
2000年10月11日～28日：ギャラリー141 

●第1回現代日本画の角考展（21期卒　石川敏之他3名） 
2000年11月18日～12月10日：ギャラリーNAF 

●太田 元弘展（太田 元弘） 
2001年3月20日～25日：豊田市美術館 ギャラリー9 

●つむじ展（27期卒） 小島 美奈　他2名） 
2001年5月8日～13日：名古屋市民ギャラリー第3展示室 

●第5回幹の会　日本画展（23期卒　岡本 昌子　他3名） 
2001年5月22日～27日：愛知県芸術文化センターアートスペースH 

●平田 隆宏展（19期卒　平田 隆宏） 
2001年7月20日～29日：ギャラリーAPA 

●ギャラリープラネット洋画展（23期卒　鈴木 善晴　他3名） 
2001年7月20日～29日：ギャラリープラネット 

●二人展（鈴木 朋子、野沢 明恵） 
2001年8月2日～7日：妙香園画廊 4F 

●男湯　日本画展（27期卒　余語 英明　他2名） 
2001年8月2日～7日：妙香園画廊 3F

（カナ名義） 
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