
1025 あかし　ともみ 明石　朋実 釉はじき染付大鉢

1071 あずま　まさゆき 東　正之 青釉鉢

1057 いとう　こうよう 伊藤　公洋 志野彩文花器

1504 いとう　ゆうし 特　伊藤　雄志 練込大皿

1021 いのうえ　たくみ 井上　匠 染付どくだみ文組皿

1085 いわぶち　かん 岩渕　寛 鉄絵手付鉢

1047 うえだ　としひさ 上田　敏久 象嵌壷

1082 うめもと　こうせい 梅本　孝征 色絵流加彩壷

1049 えぐち　はなこ 江口　葉菜子 備前練込平鉢

1507 おおた　きみのり 審・特　太田　公典 田一枚／染付藍彩扁壺

1046 おおの　じゅんいち 大野　淳一 染付角陶筥

1058 おがた　こずえ 小形　こず恵 染付瓶「朝顔」

1510 かくたに　えいめい 特　角谷　英明 青白磁花水木図大皿

1005 かすがい　まさと 春日井　正人 黒彩線文花器

1076 かとう　けいし 加藤　圭史 黄瀬戸流華紋鉢

1063 かとう　けいすけ 加藤　圭祐 青釉四方鉢

1509 かとう　こうぞう 重 ・招　加藤　孝造 瀬戸黒茶盌

1015 かとう　しんいち 加藤　真一 鉄釉窯変天目茶碗

1028 かとう　たかや 加藤　尊也 志野鉢

1501 かとう　とうさぶろう 特　加藤　唐三郎 黄瀬戸刻文皿

1043 かとう　みつる 加藤　満 釉裏紅蘭四方皿

1020 かのう　しんじ 加納　真爾 白緑釉壺

1006 きむら　はじめ 木村　元 古美濃花器

1062 くさま　しょうすけ 草間　祥介 緋色鉢

1086 くろいわ　たつひろ 黒岩　達大 緑釉花器

1503 こいえ　ひろし 審・特　鯉江　廣 錦だすき茶注

1070 こやま　ひろゆき 小山　裕之 彩華釉鉢

1013 こんどう　じゅんこ 近藤　淳子 青瓷鉢
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1083 さえだ　まこと 小枝　真人 染付鉢　「石鯛」

1084 さえだ　まこと 小枝　真人 染付組皿　「伊豆の海」

1073 さかい　しよう 酒井　紫羊 美男葛紋鉢

1072 さかい　ひろし 酒井　博司 藍色志野花器

1078 さとう　ふみこ 佐藤　文子 陶筥「山法師」

1023 さの　ひさし 佐野　久 灰釉大鉢

1026 さわだ　ともひろ 澤田　朋大 灰釉窯変花器

1059 しまだ　ふみお 島田　文雄 青白磁朝鮮朝顔文大皿

1512 しみず　うしお 審・特　清水　潮 黒白彩花器

1065 しみず　じゅん 清水　潤 萬古黒線刻文花器

1511 しみず　すいげつ 特　清水　醉月 萬古縞文急須

1035 しみず　すすむ 清水　進 織部彫紋花器

1056 しみず　ほくじょう 清水　北條 白泥藻掛急須

1032 しみず　みかこ 清水　美香子 秋桜文鉢

1044 すぎやま　てつこ 杉山　哲子 辰砂壺「山粧う」

1505 すずき　おさむ 重・招　鈴木　藏 志野茶碗

1048 すずき　だいざぶろう 鈴木　大三朗 黄瀬戸流線文組鉢

1077 すずき　たけし 鈴木　健 志野花器

1506 すずき　てつ 審・特　鈴木　徹 三彩花器

1002 たかぎ　ひろし 髙木　廣司 志野花入

1074 たけうち　こういちろう 竹内　孝一郎 灰釉大皿

1034 たけむら　あつのり 武村　豊徳 灰釉彫紋花器

1075 たなか　たかし 田中　孝 朽葉釉菱刻紋花器

1502 たにかわ　しょうぞう 特　谷川　省三 鉄彩釉鉢

1508 たまおき　やすお 特  玉置　保夫 織部茶入

1007 つかもと　みつる 塚本　満 白瓷組鉢

1051 つちひら　えいいち 土平　栄一 窯変藻がけ茶注

1030 つづき　ゆたか 都築　豊 窯変焼締茶注
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1004 とみた　ひろかず 冨田　浩一 灰釉緑彩花器

1027 なかがわ　たかのり 中川　貴了 灰釉茶注

1009 なかむら　かつとし 中村　勝利 萩釉組皿

1053 にしだ　しんや 西田　真也 象嵌泥彩花器

1008 にはし　なみ 二橋　奈美 銀化鉄釉線文鉢

1052 ひとつまつ　あやの 一ツ松　綾乃 崩壊「花器」

1041 ぷーちん プーチン 天青器

1017 ふるた　まさみ 古田　正己 銀油滴茶碗

1033 まえだ　せいごう 前田　正剛 鉄絵掛分釉描大鉢「業平」

1069 みずの　ようけい 水野　陽景 窯変焼締南蛮茶注

1038 みやした　よう 宮下　陽 青街図鉢「逍遥の景」

1061 もりした　しょうさい 森下　松斎 焼締茶注

1018 もりもと　しずか 森本　静花 磁泥釉彩皿「朧」

1066 やが　ゆうと 屋我　優人 彫文陶筥「崑崙花」

1067 やまぐち　たけし 山口　剛 紺彩泥線文皿「星雲」

1060 やまだ　ひでのり 山田　英典 黄瀬戸大鉢

1036 やまもと　ひでつぐ 山本　英嗣 藍釉壷

1080 わかお　まこと 若尾　誠 粉青瓷茶垸

2501 いそ　ひさこ 審・特　磯　緋佐子 花紗織着物「稲穂波」

2001 いとう　きょうこ 伊藤　恭子 よろけ織帯「手鞠の歌」

2007 いとう　さあや 伊藤　紗綾 吉野格子紬織着物「あじさい散歩道」

2002 おくなか　たけよ 奥中　竹代 紬織帯地「波湧く」

2013 かつ　ふみえ 勝　冨美江 型絵染帯地「春の妖精」

2004 かとう　れい 加藤　玲 紬織着物「群声」

2014 かみや　あかね 神谷　あかね 生絹着物「朱花の宴」

2504 こばやし　けいこ 特　小林　敬子 絣織着物「新城の蔟」

2008 こばやし　さちこ 小林　佐智子 風通織木綿着物「こもれ日」

2006 こもだ　まりこ 菰田　眞理子 風通織木綿着尺「兆し」
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2003 すぎうら　まさこ 杉浦　雅子 吉野格子帯地「春の心」

2017 すずき　せつ 鈴木　節 紬織着物「春浅し」

2016 すずき　りょうこ 鈴木　良子 手紬木綿着物「風舞」

2025 たなか　さとこ 田中　さと子 型絵染着物「南国のひすいかずら」

2503 つちや　よしのり 重・審・招　土屋　順紀 紋紗帯地「漂」

2010 とおやま　なおこ 遠山　尚子 友禅着物「colors]

2023 ながた　としみ 永田　敏美 紬織着物「シデコブシ」

2024 なかの　ともこ 中野　とも子 型絵染着物「連華」

2012 にしおか　かおり 西岡　香織 葛布帯地「紅葉」

2005 ひらく　なおこ 平工　直子 紬織着物「花の輪」

2502 ませ　くにこ 特　 間瀬　邦子 紬織着物「晴」

2022 まつやま　よしなり 松山　好成 組紐「紫艶」

2015 みずたに　ようこ 水谷　陽子 畝織着物「光射る塔」

2011 むらい　りょうこ 村井　良子 葛布帯地「茶籠」

2021 もりや　なおこ 森谷　尚子 木綿着物「藍のささやき」

2020 やまぐち　てるみ 山口　照美 紬織着物「五月雨」

2009 よしだ　みねこ 吉田　美年子 絹織着物「青陽」

3013 あんどう　げんいちろう 安藤　源一郎 紙胎渦文丸盆

3012 うかい　としのぶ 鵜飼　敏伸 蒟醬盆「彩光」

3002 おざわ　かずお 小澤　和夫 堆漆香合

3501 かわぐち　せいぞう 審・特　川口　清三 﨔拭漆水指

3010 たかはし　りきお 高橋　力男 足踏轆轤造桧拭漆盛器

3006 たけうち　ゆうじ 竹内　祐志 欅拭漆盛器

3011 とみの　よしかず 冨野　喜和 青海波文様組花籃

3004 なかい　まさき 中井　正樹 網代編文箱

3001 ながや　みのる 永冶　実 披針形六つ目花籠

3014 ふるた　かず 古田　一 琥珀螺鈿蒔絵六角箱

3009 ほった　ひろかど 堀田　博門 鉄仙編香合「明日香」
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3502 まぶち　ひろゆき 審・特　馬淵　弘幸 神代杉木画箱

3008 わかばやし　まさこ 若林　雅子 爽籟蒔絵四方盆

3007 わたなべ　たけし 渡邉　岳司 栃拭漆箱

4002 うえた　はるよ 植田　春代 桐塑紙貼「雁渡る」

4005 くぼた　けいこ 久保田　恵子 桐塑紙貼「不丹暁星」

4501 こじま　かよこ 特　小嶋　香代子 のどか

4007 さかうえ　のぶこ 阪上　展子 桐塑紙貼「芽ぐむ」

4009 すみ　みよこ 鷲見　美代子 桐塑布紙貼「昼下がり」

4006 とよだ　あやめ 豊田　亜也女 桐塑紙貼「希望の響」

4003 のだ　りつこ 野田　リツ子 桐塑紙貼「兆し」

4004 のむら　のりこ 野村　典子 桐塑布紙貼「冬日和」

4001 ほりべ　のぶこ 堀部　信子 桐塑布紙貼「紅葉」

4008 みずの　ちかこ 水野　慎子　 桐塑布紙貼「泉」

5002 いけだ　たかゆき 池田　貴普 有線七宝蓋物「氷塊」

5501 しばた　あきら 招　柴田　明 有線七宝釉抽象文飾箱

5004 たかはし　かほる 高橋　かほる 銀秋の野原箱

5003 たにもと　まさかず 谷本　雅一 玉岩花器

5001 なぐら　たつのり 名倉　達了 Ｆｏｕｎｔａｉｎ＃6‐眺望考－

5502 なぐら　ほうざん 審・招　名倉　鳳山 高陵硯「黄堂」


