
受付番号 氏　　名 作　　品　　名 作品名ふりがな

陶芸部会

1001 太田　公典 横ふ天川　藍彩白堆文扁壺 よこたうあまのがわ　らんさいはくついもんへんこ

1003 二橋　奈美 鉄釉葉文鉢 てつゆうようもんばち

1004 木村　元 古美濃花器 こみのかき

1005 加納　真爾 白緑釉壺 はくりょくゆうつぼ

1007 冨田　浩一 灰釉緑彩皿 はいゆうりょくさいざら

1008 春日井　正人 黒彩線文花器 こくさいせんもんかき

1011 近藤　淳子 青瓷組鉢 せいじくみばち

1012 古田　正己 銀油滴茶碗 ぎんゆてきちゃわん

1013 武村　豊徳 灰釉彫紋花器 はいゆうちょうもんかき

1015 山本　英嗣 黒釉花器 こくゆうかき

1020 平田　泰司 鉄絵筒描葉文鉢 てつえつつがきようもんばち

1021 北川　不三男 布目染付椿文大皿 ぬのめそめつけつばきもんおおざら

1022 加藤　尊也 志野鉢 しのはち

1024 井上　匠 染付どくだみ文大皿 そめつけどくだみもんおおざら

1026 佐野　久 灰釉平鉢 はいゆうひらばち

1028 森本　静花 堆花彩磁鉢 ついかさいじばち

1029 酒井　紫羊 染付大皿-大山蓮華- そめつけおおざら-おおやまれんげ-

1030 酒井　紫羊 烏瓜紋大皿 からすうりもんおおざら

1032 佐藤　文子 山法師文鉢 やまぼうしもんはち

1033 加藤　圭史 黄瀬戸条紋花入 きせとじょうもんはないれ

1034 藪谷　尚子 炭化焼〆壷 たんかやきしめつぼ

1036 杉森　与平 ビードロ雨雫大皿 びぃどろあましずくおおざら

1037 鈴木　健 志野大鉢 しのおおはち

1038 林　恭助 耀変流光彩大鉢 ようへんりゅうこうさいおおばち

1039 田中　孝 朽葉釉華紋花器 くちばゆうかもんかき

1040 賞　加藤　裕 藍彩鉢 らんさいはち

1041 山田　英典 黄瀬戸大鉢 きぜとおおばち

1042 賞　鈴木　徹 三彩鉢 さんさいはち
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1043 清水　潮 黒白彩流文花器 こくはくさいりゅうもんかき

1044 竹内　孝一郎 灰釉大皿 はいゆうおおざら

1045 竹内　孝一郎 灰釉花器 はいゆうかき

1046 賞　伊藤　公洋 志野彩文大皿 しのさいもんおおさら

1047 賞　宮下　陽 青街図鉢「河岸町町」 せいがいずはち「かがんまちまち」

1048 清水　潤 萬古黒線刻文花器 ばんこくろせんこくもんかき

1049 水野　博司 南蛮茶注 なんばんちゃちゅう

1050 水野　東三 黒釉白流し くろゆうしろなが

1051 髙木　廣司 志野茶盌 しのちゃわん

1055 黒岩　達大 緑釉壷 りょくゆうつぼ

1056 加藤　真一 禾目天目茶碗 のぎめてんもくちゃわん

1058 鈴木　大三朗 黄瀬戸翁草文組深鉢 きぜとおきなぐさもんくみふかばち

1059 賞　矢作　薫 格子文鉢 こうしもんばち

1060 東　正之 青釉花器 せいゆうかき

1061 都築　豊 菊蓋白金彩茶注 きくぶたぷらちなさいちゃちゅう

1062 賞　前田　正剛 鉄絵掛分釉描花生「食物連鎖」 てつえかけわけゆうびょうはないけ「しょくもつれんさ」

1063 梅本　孝征 色絵流加彩器-Stage　ｐｌａｔｅ- いろえりゅうかさいき-ステージプレート-

1064 明石　朋実 釉はじき染付陶筥「ｖｏｒｔｅｘ」 ゆうはじきそめつけとうばこ「ぼてっくす」

1066 吉川　雪月 窯変茶注 ようへんちゃちゅう

1068 山口　剛 紺彩泥線文花器「星河」 こんさいでいせんもんかき「せいが」

1069 西田　真也 象嵌泥彩花器 ぞうがんでいさいかき

1074 土平　栄一 朱泥彩窯変藻がけ茶注 しゅでいさいようへんもがけちゃちゅう

1076 島田　文雄 青白磁花鳥文大皿 せいはくじかちょうもんおおざら

1077 小山　裕之 彩華釉壺 さいかゆうつぼ

1078 清水　北條 白泥藻掛急須 はくでいもがけきゅうす

1079 森下　松斎 窯変茶注 ようへんちゃちゅう

1080 プーチン 天青陵紋器 てんせいりょうもんき

1081 小形　こず恵 蓮彩 はすいろ

1082 一ッ松　綾乃 和紙染花器「静四種」 わしぞめかき「せいししゅ」

1084 伊藤　秀明 炭化象嵌泥彩麦文面取花器 たんかぞうがんでいさいむぎもんめんとりかき

1087 水野　陽景 窯変梨皮茶注 ようへんりひちゃちゅう



1089 佐藤　公平 銅糸紋壷「つばくみ」 どういともんつぼ「つばくみ」

1090 江口　葉菜子 備前練込扁壷 びぜんねりこみへんこ

1091 谷口　治 志野茶盌 しのしゃわん

1092 岡本　優希 寒椿紋鉢「水沈」 かんつばきもんばち「すいちん」

1094 恒岡　善英 釉裏紅深鉢 ゆうりこうふかばち

1095 賞　長澤　舞 桔梗文組皿「煌めき」 ききょうもんくみざら「きらめき」

1096 杉山　哲子 辰砂花器 しんしゃかき

1501 特　加藤　唐三郎 黄瀬戸線紋皿 きせと　せんもんさら

1502 特　塚本　満 白瓷　鉢 はくじ　はち

1503 特　伊藤　雄志 練込大鉢 ねりこみおおばち

1504 特　田沼　春二 灰釉彫紋花器 かいゆう　ちょうもんかき

1505 特　谷川　省三 鉄釉彩鉢 てつゆうさいはち

1506 審・特　鯉江　廣 あけぼの彩茶注 あけぼの　さいちゃちゅう

1507 重・招 加藤　孝造 瀬戸黒茶盌 せとぐろ　ちゃわん

1508 重・招　鈴木　藏 志野茶碗 しのちゃわん

1509 特　清水　醉月 萬古縞文急須 ばんこしまもん　きゅうす

1510 審・特　酒井　博司 藍色志野壷 あいいろしのつぼ

1512 特　角谷　英明 白磁夏萩文組皿 はくじなつはぎもんくみざら

1513 審・特　小枝　真人 染付鉢　細魚 そめつけばち　さより

1514 審・特　若尾　誠 紛青瓷茶垸 ふんせいじちゃわん

染織部会

2022 勝　冨美江 型絵染帯「秋海棠」 かたえぞめおび「しゅうかいどう」

2501 特　磯　緋佐子 花紗織着物「夜明けの海」 はなしゃおりきもの　よあけのうみ

2502 審・特　小林　佐智子 風通織木綿着物「今朝の秋」 ふうつうおりもめんきもの　けさのあき

2503 特　松山　好成 組紐「水明」 くみひも　すいめい

2504 審・特　伊藤　恭子 浮織絣着物「水中花」 うきおりかすりきもの　すいちゅうか

2505 特　小林　敬子 絵絣着物「射初」 えかすりきもの　いぞめ

2506 重・審・招　土屋　順紀 紋紗帯地「滝川」 もんしゃおびじ　たきかわ

2507 特　間瀬　邦子 経吉野織帯地 たてよしのおり　おびじ



漆・木竹工

3015 堀田　博門 煤竹盛籃「群翔」 すすだけもりかご「ぐんしょう」

3016 渡辺　岳司 唐木拭漆方卓 からきふきうるしほうたく

3017 賞　鵜飼　敏伸 彩漆蒟醬合子 さいしつきんまごうす

3018 安藤　源一郎 紙胎蒟醬山籟丸盆 したいきんまさんらいまるぼん

3501 審・特　川口　清三 﨔拭漆水指 けやきふきうるしみずさし

人形部会

4002 豊田　亜也女 桐塑布紙貼「松風」 とうそぬのかみはり「まつかぜ」

4003 久保田　恵子 桐塑紙貼「夕映え・ブータン」 とうそかみはり「ゆうばえ・ぶうたん」

4005 阪上　展子 桐塑紙貼彩色「銀嶺」 とうそかみはりさいしき「ぎんれい」

4006 堀部　信子 桐塑布紙貼「灯明」 とうそぬのかみはり「とうみょう」

4007 梨本　寿子 木彫胡粉彩色「清風」 もくちょうごふんさいしき「せいふう」

4008 野田　リツ子 桐塑布紙貼「遥か」 とうそぬのかみはり「はるか」

4009 植田　春代 桐塑胡粉布紙貼「呼んだ？」 とうそごふんぬのかみはり「よんだ？」

4010 賞　鷲見　美代子 桐塑紙貼「氷瀑」 とうそかみはり「ひょうばく」

4501 特　小嶋　香代子 桐塑紙貼「晴れの日」 とうそかみはり　はれのひ

4502 審・特　村瀬　克美 桐塑布紙貼「鮭送り」 とうそぬのかみはり　さけ　おくり

5001 賞　名倉　達了 海景硯「新月光」 かいけいけん　しんげっこう

5002 高橋　かほる 銀やまぼうし箱 ぎんやまぼうしはこ

5003 谷本　雅一 黒岩花器「夜空」 こくがんかき　よぞら

5004 池田　貴普 硝子胎七宝花器「泡沫」 がらすたいしっぽうかき「うたかた」

5501 審・招　名倉　鳳山 楕円硯「吉祥」 だえんけん　きちじょう

5502 審・招　柴田　明 有線七宝抽象文花器 ゆうせんしっぽうちゅうしょうもんかき

遺作

6001 遺　中川　慎二 残照 ざんしょう

金工・七宝・その他


