
第五十一回東海伝統工芸展入選者一覧

受付番号 氏　　名 作　　品　　名

1081 明石　朋実 釉はじき大鉢-薫風-

1066 浅野　紀胡 練上桜花紋組鉢

1054 東　正之 青釉花器

1089 石塚　操 泥彩樹皮文花器

1001 市川　繁男 油滴天目釉組鉢

1087 伊藤　公洋 志野彩文花器

1032 伊藤　彩希 夏の園

1021 伊藤　進矢 緑釉花器

1505 特　伊藤　雄志 練込大鉢

1043 井上　匠 染付どくだみ文組鉢

1069 岩渕　寛 草図花器

1091 上田　敏久 象嵌壷

1070 梅本　孝征 色絵流加彩割鉢

1083 江口　葉菜子 備前練込広口花器

1036 太田　公典 吹墨岩絡幾何文扁壺

1084 大谷　鉦五 青白磁花文大皿

1045 大野　淳一 染付角陶筥里山

1094 小形　こず恵 霧染組鉢「朝顔」

1012 春日井　正人 黒彩線文花器

1065 加藤　圭史 織部流華紋鉢

1502 重・招　 加藤　孝造 黄瀬戸花入

1049 加藤　尊也 志野鉢

1064 加藤　登紀子 色絵松文皿

1040 加藤　裕 藍彩鉢

1029 加納　真爾 白緑釉広口花器

1018 柄澤　あかり 自然薯文皿－螺層－

1003 木村　元 古美濃花入

1033 木村　将人 黄瓷輪花組鉢

1072 草間　祥介 緋色壺

1105 黒岩　達大 赫釉花器

1511 審・特　鯉江　廣 あけぼの彩　茶注

1030 小出　芳弘 灰釉盤「風」



1068 小山　裕之 彩華釉鉢

1005 近藤　淳子 青瓷組皿

1057 斉藤　之康 志野掛角皿

1047 小枝　真人 染付深鉢　鯨

1075 酒井　紫羊 椿紋大皿

1506 審・特　酒井　博司 藍色志野壷

1053 ささき　美鳥 透光磁練上「知床・アモーレ」朝

1037 佐藤　征司 染付芙蓉文皿

1073 佐藤　文子 鉄絵山帰来文鉢

1019 澤田　朋大 硬から溶へ「花器」

1098 島田　文雄 彩磁アカンサス文大皿

1028 清水　潮 練込鉢

1086 清水　潤 萬古黒角文鉢

1503 審・特　清水　醉月 萬古楓文急須

1007 清水　進 織部彫紋壷

1062 清水　北條 焼締南蛮窯変急須

1039 清水　美香子 象嵌花文花器

1507 重・招　鈴木　藏 志野茶碗

1076 鈴木　健 志野大鉢

1509 審・特　鈴木　徹 緑釉鉢

1042 竹内　孝一郎 灰釉大皿

1006 武村　豊徳 灰釉彫紋花器

1051 田中　孝 朽葉釉波紋壷

1510 特　谷川　省三 鉄釉彩鉢

1504 特　田沼　春二 灰釉彫紋皿

1501 特  玉置　保夫 織部茶盌

1056 塚本　満 白瓷鉢

1095 土平　栄一 藻がけ渦文緋窯彩茶注

1103 徳川　浩 黄瀬戸鉢

1027 戸田　奈都子 ｓｅａ-Ⅱ

1009 冨田　浩一 灰釉緑彩鉢

1034 西田　真也 象嵌泥彩花器

1046 二橋　奈美 鉄釉幾何文鉢

1061 野末　静代 三層表裂壷



1060 プーチン 天青器

1016 古田　正己 鉄釉銀彩壷

1038 前田　正剛 鉄絵掛分釉描大鉢「美男葛」

1100 水野　陽景 焼締南蛮線紋茶注

1088 宮下　陽 青街図鉢「夕景」

1101 森下　松斎 窯変茶注

1035 森本　静花 鉄線文鉢

1082 屋我　優人 彫文鉢-崑崙花-

1050 矢作　薫 cross stripes bowl

1002 薮谷　尚子 炭化焼〆壷

1096 山口　剛 紺彩泥線文花器「流星」

1052 山田　英典 黄瀬戸大皿

1093 杉山　哲子 辰砂花器

1079 若尾　誠 粉青瓷茶垸

2001 磯　緋佐子 花紗織着物「水ぬるむ頃」

2008 伊藤　紗綾 吉野格子紬織着物　「春への道」

2023 稲葉　洋子 型絵染帯地「秋びより」

2010 奥中　竹代 紬織着物　「うめ」

2016 勝　冨美江 型絵染　「白粉花」

2027 神谷　あかね 生絹着物「水辺の譜花の詩」

2503 特　小林　敬子 織帯「銀杏」

2502 審・特　小林　佐智子 風通織木綿着物「野に遊ぶ」

2014 菰田　眞理子 風通織着尺「さわ　さわ　さわ」

2002 杉浦　雅子 紬織着物「かごめ」

2022 鈴木　節 生絹着物「小波」

2020 鈴木　良子 絹綿交織着物「潮彩」

2009 田中　さと子 型絵染着物「湿原の春」

2501 重・審・招　土屋　順紀 紋紗帯地「萩瀧」

2006 遠山　尚子 友禅着物「芭蕉の下で」

2025 永田　敏美 紬織着物「芙蓉」

2015 中野　とも子 型絵染着物「シクラメン」

2028 中村　美喜子 木綿帯地「もえいづる」

2021 西岡　香織 葛布帯地　「雪明かり」

2026 平工　直子 紬織着物「風薫る」



2504 特　 間瀬　邦子 ほぐし絣着物「洋」

2004 松山　好成 組紐「おりがみ」

2011 水谷　陽子 畝織着物「花筏」

2017 森谷　尚子 木綿着物「茜雲」

2029 山崎　瑛子 吉野格子帯「遠雷」

2003 吉田　美年子 絹織着物「雪解け」

2005 渡会　清子 ななこ織着物「日輪月輪」

3015 安藤　源一郎 紙胎金彩盛器

3503 特　安藤　則義 紙胎金彩盤

3502 審・特　鵜飼　敏伸 春彩蒟醬盆

3501 審・特　川口　清三 黄蘗拭漆盛器

3004 高橋　力男 足踏轆轤造り﨔拭漆盛器

3002 竹内　祐志 欅拭漆盛器

3013 冨野　喜和 千本格子組花籠

3011 中井　正樹 網代編み盛器

3016 永冶　実 六つ目花籠

3001 二宮　邦彦 欅拭漆盛鉢

3008 長谷川　禎冶 桑拭漆盛器

3017 古田　一 万華鏡蒔絵合子

3009 堀田　博門 立刺編花籃「炎立つ」

3014 馬淵　弘幸 神代杉木画箱

3012 若林　雅子 「涔涔」蒔絵箱

4001 板井　かよ子 桐塑紙貼り　妙声の調べ

4009 植田　春代 湖紛紙貼「春愁」

4002 久保田　恵子 桐塑紙貼　「近き夏」

4501 特　小嶋　香代子 桐塑紙貼「龍の舞」

4503 特  小林　佳子 桐塑紙貼「長閑」

4007 阪上　展子 桐塑糸紙貼「茜空」

4008 鷲見　美代子 桐塑紙貼「遠い雲」

4003 豊田　亜也女 桐塑紙貼「行く春」

4005 野田　リツ子 桐塑紙貼「明日へ」

4502 審・特　堀部　信子 桐塑布紙貼「あと10秒」

4006 松本　詩織 木芯桐塑紙貼「風船」

4004 水野　慎子　 桐塑布紙貼「渡海」



5006 池田　貴普 有線七宝八角箱「氷河」

5011 石王丸文代 有線七宝鉢「柑露」

5004 太田　美由紀 せせらぎ文様七宝花瓶

5003 木村　玲子 七宝蓋物「未知の領域」

6001 遺　小林　幸子 桐塑布紙貼「白浜の砂」

5001 左口　学 螺旋被せ切子花器

5503 審・招　柴田　明 有線七宝抽象文花器

5010 髙橋　かほる 銀ガマズミの木箱

5005 田村　丈雅 柿ノ実七宝香炉

5002 名倉　達了 Fountain#1－Space－

5501 審・招　名倉　鳳山 曲陵硯「墨想」

5007 松田　博 切子皿「蕾」

6002 遺　室伏　英治 Nerikomi　Porcelain「star　crawler」

5502 特　森　三喜男 松竹梅七宝香炉
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