
   
兵庫県神戸市在住

1988  　兵庫県神戸市生まれ

2011 　　　　京都精華大学芸術学部メディア造形学科版画コース卒業

2013  　　　　京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程版画専攻修了                   

             

主な個展

2021　　　　　　｢あなたはこの世界にいるかもしれない。もしくはいないかもしれない。｣ | TEZUKAYAMA GALLERY　　　　　　

2018  　　　　｢Still Remained｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

 　　　　｢Nobleness｣ | シエリア夙川サロン NGLキ ャ゙ラリー 兵庫

2017  　　　　｢Crushed/copy｣ | オステリア・レガーロ 神戸

2016  　　　　｢皮下の過激から理性への回帰｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

2015  　　　　｢Flash ⇆ Infinity｣ | eN arts 京都

2014  　　　　｢Complex Wedding｣ | ホテルグランヴィア大阪 大阪

2013  　　　　｢Complex/Crushed/Condolence｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

主なグループ展, アートフェア

2022  　　　　｢Photo Exhibition ‒ ひと｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

2021                   　｢Kyoto Art for Tommorow 2021 -京都府新鋭選抜展-｣ | 京都文化博物館                   

2018   　｢RE: FOCUS vol.3｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

2017  　　　　spiral take art collection 2017 ｢蒐集衆商｣ | スパイラルガーデン 東京

 　　　　｢ヘ ー゚ハ ー゚ホ イ゙ス大阪20周年記念 ホ ス゚ター展｣ | 平和紙業株式会社 ヘ ー゚ハ ー゚ホ イ゙ス大阪

2015  　　　　｢世界の逸品展 現代アートの扉-DOORS｣ ｜ ウェスティンホテル 東京

 　　　　FOTOFEVER | Carrousel du Louvre パリ

2013  　　　　｢~OSAKAギャラリーセレクション~ 女性アーティストたちの視点｣ | 阪急百貨店うめだ本店 アートステージ 大阪

 　　　　YOUNG ART TAIPEI 2013 | シェラトングランデホテル台北 台湾

 　　　　ART TORONTO | Metoro Toronto Convention Centre カナダ

2012  　　　　アートフェア東京 2012 | 東京国際フォーラム 東京

 　　　　ART KYOTO meets FUJII DAIMARU｢Grassland｣ | 藤井大丸 京都

 　　　　アート京都 2012 | 国立京都国際会館アネックスホール

 　　　　｢C’est moi?｣ | ギャラリーメゾンダール 大阪

  　｢2012 京展｣ | 京都市美術館 京都

 　　　　｢Work in Progress 2012｣ | MATSUO MEGUMI + VOICE GALLERY pfs/w 京都

 　　　　｢版画の断面-4｣ | 東北芸術工科大学 本館7階ギャラリー 山形

 　　　　｢版画の未来図とグローバルヴィジョン｣ | GALLERY FLEUR 京都

 　　　　ART TORONTO | Metoro Toronto Convention Centre カナダ
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2011 　　　　｢Re-print｣ | 文房堂ギャラリー 東京

 　　　　｢第36回全国大学版画展｣ | 町田市立国際版画美術館 東京

 　　　　｢Seika×Tamabi版画交流展｣ | GALLERY FLEUR 京都

 　　　　｢烏丸 Michikusa Art｣ | ラクエ四条烏丸・Cocon Karasuma 京都

 　　　　｢版画の断片#3｣ | 悠創館ギャラリーA 山形

 　　　　｢第5回大学版画展受賞者展｣ | 文房堂ギャラリー 東京

 　　　　｢Shashin?｣ | TEZUKAYAMA GALLERY

 　　　　｢京展｣ | 京都市美術館 京都

 　　　　｢前橋アートコンペライブ入賞者展｣ | 旧ウォーク館 群馬

2010  　　　　｢第35回全国大学版画展｣ | 町田市立国際版画美術館 東京

 　　　　｢Art and Critique Extention｣ | 成安造形大学メディアギャラリー 滋賀

 　　　　｢Art Camp｣ | ギャラリーヤマグチクンストバウ 大阪

 　　　　｢2010 京展｣ | 京都市美術館 京都

2009  　　　　｢Hanga-Change｣ | ギャラリーマロニエ 京都

2008  　　　　｢via art Osaka｣ | サンケイブリーゼホール 大阪

イベント

2014  　　　　｢So・Ko・Do｣ | Trace 京都

 　　　　｢Film Installation｣ | Trace Film Bar 1 京都

 

受賞歴

2021                    Kyoto Art for Tommorow 2021 京都府新鋭選抜展 産経新聞社賞

2012  　　　　京展 版画部門 入選

2011  　　　　第36回全国大学版画展 美術館収蔵賞

2010  　　　　前橋アートコンペライブ 2010 伊東順二審査員特別賞

 　　　　第35回全国大学版画展 美術館収蔵賞

 　　　　京展 版画部門 市長賞
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