
受付番号 名前 作品名 ふりがな

1001 加藤　亮太郎 織部茶盌 おりべちゃわん

1002 小形　こず恵 染付瓶「笹百合」 そめつけびん　ささゆり

1003 春日井　正人 黒彩線文花器 こくさいせんもんかき

1004 大野　多津子 灰釉葉紋彫組皿 はいゆうはもんぼりくみざら

1006 林　友加 志野茶埦 しのちゃわん

1007 近藤　淳子 青瓷鉢 せいじばち

1008 二橋　奈美 銀化鉄釉樹文壷 ぎんかてつゆうじゅもんつぼ

1009 太田　公典 歩く荒海 あるくあらうみ

1010 安田　あゆみ 染付大紫露草紋皿 そめつけおおむらさきつゆくさもんさら

1012 子林　千紘 海月文鉢「ひともし」 くらげもんはち「ひともし」

1013 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

1014 古田　正己 銀油滴茶碗 ぎんゆてきちゃわん

1015 武村　豊徳 灰釉彫紋花器 はいゆうちょうもんかき

1018 山本　英嗣 彩泥線文壷 さいでいせんもんつぼ

1019 清水　進 織部彫文花器 おりべちょうもんかき

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 前澤　朋佳 荒墟 こうきょ

1023 佐野　久 灰釉大平鉢 はいゆうおおひらばち

1024 酒井　紫羊 山帰来紋鉢 さんきらいもんはち

1028 冨田　浩一 焼締線文壺 やきしめせんもんつぼ

1029 加藤　圭史 黄瀬戸条紋花入 きぜとじょうもんはないれ

1032 加納　真爾 白緑釉深鉢 はくりょくゆうふかばち

1033 木村　元 古美濃花器 こみのかき

1034 佐藤　文子 鉄絵陶筥「山法師」 てつえとうばこ「やまぼうし」

1036 小枝　真人 染付深鉢　細魚 そめつけふかばち　さより

1040 斉藤　之康 飛鉋加飾皿 とびかんなかしょくざら

1041 水野　東三 陽炎 かげろう

1042 谷口　治 鼠志野茶盌 ねずみしのちゃわん

1046 加藤　裕 藍彩鉢 らんさいばち

1047 石垣　英雄 紫釉壺 むらさきゆうつぼ

1050 前田　正剛 鉄絵掛分釉描大鉢「柿」 てつえかけわけゆうびょうおおばち　かき

1051 大谷　鉦五 花模様白磁大皿 はなもようはくじおおざら

1052 都築　豊 窯変茶注 ようへんちゃちゅう
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1053 山田　英典 黄瀬戸鉢 きぜとはち

1055 竹内　孝一郎 灰釉大鉢 はいゆうおおばち

1056 伊藤　公洋 志野彩文鉢 しのさいもんはち

1057 清水　潮 黒白彩花器 こくはくさいかき

1058 清水　潤 萬古黒線刻文壷 ばんこぐろせんこくもんつぼ

1059 岩渕　寛 鉄線図鉢 てつせんずはち

1060 山口　剛 紺彩泥線文花器「極光」 こんさいでいせんもんかき「きょっこう」

1061 鈴木　大三朗 黄瀬戸翁草文組鉢 きぜとおきなぐさもんくみばち

1063 臼井　煌山 鉄結晶釉大平鉢 てつけっしょうゆうおおひらばち

1064 上田　敏久 象嵌壷 ぞうがんこ

1065 鈴木　健 志野花器 しのかき

1066 川崎　松風 萌黄釉大鉢 もえぎゆうおおばち

1067 大野　淳一 染付陶筥雷雨 そめつけとうはこらいう

1068 石塚　操 茜彩筋文花器 あかねさいすじもんかき

1069 東　正之 青釉花器 せいゆうかき

1070 小山　裕之 彩花釉壺 さいかゆうつぼ

1073 土平　栄一 朱泥彩藻がけ茶注 しゅでいさいもがけちゃちゅう

1074 フー　チン 天青海棠花器 てんせいかいどうかき

1075 鯉江　廣 錦だすき茶注 にしきだすきちゃちゅう

1076 酒井　博司 藍色志野花器 あいいろしのかき

1077 矢作　薫 cross　stripes　bowls くろすすとらいぷすぼーるず

1079 川嶋　眞吾 布目聴風文花器 ぬのめちょうふうもんかき

1080 梅本　孝征 炭化線刻文組鉢‐Re.SANAGE‐ たんかせんこくもんくみばち

1083 西田　真也 象嵌泥彩花器 ぞうがんでいさいかき

1084 吉川　雪月 窯変藻掛茶注 ようへんもがけちゃちゅう

1086 森下　松斎 鳥泥茶注 うでいちゃちゅう

1087 水野　陽景 焼締南蛮緋襷茶注 やきしめなんばんひだすきちゃちゅう

1090 清水　北條 梨皮朱泥窯変茶注 ひりしゅでいようへんちゃちゅう

1091 一ツ松　綾乃 和紙染花器「細胞と壁」 わしぞめかき　さいぼうとかべ

1092 江口　葉菜子 備前練込広口花器 びぜんねりこみひろくちかき

1093 杉森　与平 ビードロ雨滴大鉢 びーどろうてきおおばち

1094 黒岩　達大 緑釉花器 りょくゆうかき

1501 審・特　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

1502 特　加藤　唐三郎 御深井釉刻文花器 おふけゆう　こくもんかき

1503 特　塚本　満 青白磁刻花文鉢 せいはくじこっかもんはち



1504 審特　伊藤　雄志 練込皿 ねりこみざら

1505 審・特　若尾　誠 月白瓷茶碗 げっぱくじちゃわん

1506 審　清水　醉月 萬古楓文急須 ばんこかえでもんきゅうす

1507 特　角谷　英明 青白磁胡蝶蘭文鉢 せいはくじこちょうらんもんばち

1508 特  玉置　保夫 織部壺 おりべつぼ

1509 重・招　鈴木　藏 志野茶碗 しのちゃわん

1510 審・特　鈴木　徹 緑釉花器 りょくゆうかき

2001 伊藤　恭子 浮織絣着物「しゃぼん玉飛んだ」 うきおりかすりきもの「しゃぼんだまとんだ」

2002 小竹　直美 紬織着物「水映え」 つむぎおりきもの「みずばえ」

2003 杉浦　雅子 紬織着物「響」 つむぎおりきもの「ひびき」

2004 遠山　尚子 糸目友禅着物「ジェットコースター」 いとめゆうぜんきもの「ジェットコースター」

2005 伊藤　紗綾 吉野格子絣織紬着物「マリーゴールドの丘」 よしのこうしかすりおりつむぎきもの「マリーゴールドのおか」

2006 神谷　あかね 生絹着物「銀河の果てに」　 すずしきもの「ぎんがのはてに」

2007 奥中　竹代 紬織着物「うららか」 つむぎおりきもの「うららか」

2008 堀田　千鶴 型絵染着物「緑陰」 かたえぞめきもの「りょくいん」

2009 加藤　玲 紬織着物「佳境」 つむぎおりきもの「かきょう」

2010 勝　冨美江 型絵染着物「山おだまき」 かたえぞめきもの「やまおだまき」

2011 安達　靖子 紬織着物「夜明け」 つむぎおりきもの「よあけ」

2012 森　有季野 美濃縞着物「木曽三川」 みのじまきもの「きそさんせん」

2015 水谷　陽子 畝織着物「穀雨」 うねおりきもの「こくう」

2016 鈴木　良子 手紡ぎ木綿絣着物「せせらぎ」 てつむぎもめんかすりきもの「せせらぎ」

2017 渡辺　桂子 友禅着物「清陽」 ゆうぜんきもの「せいよう」

2018 鈴木　節 紬織着物「鳥立つ時」 つむぎおりきもの「とりたつとき」

2019 平工　直子 絹織着物「花籠」 きぬおりきもの「はなかご」

2020 山口　照美 紬織着物「春景色」 つむぎおりきもの「はるげしき」

2021 菰田　眞理子 風通織帯「回帰」 ふうつうおりおび「かいき」

2023 中村　美喜子 型染着物「そよぐよに」 かたぞめきもの「そよぐよに」

2501 特　磯　緋佐子 花紗織着物「紫陽花便り」 はなしゃおりきもの「あじさいだより」

2502 審・特　松山　好成 組紐「春の詩」 くみひも「はるの　うた」

2503 特　小林　佐智子 風通織木綿着物「春耕」 ふうつうおりもめんきもの「しゅんこう」

2504 特　小林　敬子 織帯「夜滝」 おりおび「よたき」

2505 重・招　土屋　順紀 紋紗帯地「水月」 もんしゃおびじ「すいげつ」

2506 特　 間瀬　邦子 経吉野織帯地「ポリフォニー」 たてよしのおりおびじ「ぽりふぉにー」

3001 竹内　祐志 欅拭漆盛器 けやきふきうるしもりき

3002 木下　孝 栗拭漆盛器 くりふきうるしもりき



3003 馬淵　弘幸 神代杉木画箱 じんだいすぎもくがばこ

3004 小林　哲也 栃拭漆盛器 とちふきうるしもりき

3005 永冶　実 輪口底四つ目花籠 わぐちぞこよつめはなかご

3006 中井　正樹 薄端風花入れ うすばたふうはないれ

3007 冨野　喜和 連鶴文様網代編組盛籃 れんつるもようあじろあみくみもりかご

3008 高橋　力男 欅拭漆盛器 けやきふきうるしもりき

3009 二宮　邦彦 黒柿杢飾箱 くろかきもくかざりはこ

3010 小澤　和夫 堆漆香合 ついしつこうごう

3011 堀田　博門 花六つ目合子「春うらら」 はなむつめごうす「はるうらら」

3012 若林　雅子 雨水蒔絵棗 うすいまきえなつめ

3013 安藤　源一郎 紙胎金彩盛器 したいきんさいもりき

3014 古田　一 乾漆花弁盛器 かんしつかべんもりき

3501 審特　川口　清三 﨔拭漆水指 けやきふきうるしみずさし

3502 審特　鵜飼　敏伸 金彩変塗盤 きんさいかわりぬりばん

4001 山川　玲子 桐塑布紙貼「松籟」 とうそぬのかみはり「しょうらい」

4002 板井　かよ子 桐塑布紙貼「翠風」 とうそぬのかみはり「すいふう」

4003 梨本　寿子 木彫胡粉彩色「春暁」 もくちょうごふんさいしき「しゅんぎょう」

4004 阪上　展子 木芯桐塑紙貼「白馬三山」 もくしんとうそかみはり「はくばさんざん」

4005 豊田　亜也女 桐塑布紙貼「春まぢか」 とうそぬのかみはり「はるまぢか」

4006 鷲見　美代子 桐塑紙貼「虹立つ」 とうそかみはり「にじたつ」

4007 野田　リツ子 木芯桐塑布紙貼「仄かな香り」 もくしんとうそぬのかみはり「ほのかなかおり」

4501 特　小嶋　香代子 桐塑紙貼「涼風」 とうそかみはり「すずかぜ」

4502 審・特　堀部　信子 木芯桐塑紙貼「幼子」 もくしんとうそかみはり「おさなご」

5001 高橋　かほる 銀ミツバアケビ箱 ぎんみつばあけびはこ

5002 大住　実奈子 サンドブラスト蓋物「秋立つ」 さんどぶらすとふたもの「あきたつ」

5003 石王丸　文代 有線七宝合子　あざみ野 ゆうせんしっぽうごうす　あざみの

5004 松田　博 切子皿「孔雀紋」 きりこさら「くじゃくもん」

5005 谷本　雅一 黒岩花器「鬱金香」 こくがんかき「うっこんこう」

5006 名倉　達了 遥景硯-浮葉- ようけいけん－ふよう－

5007 池田　貴普 硝子胎七宝花器「泡沫Ⅱ」 がらすたいしっぽうかき「うたかたつう」

5501 招　柴田　明 有線七宝抽象文花瓶 ゆうせんしっぽうちゅうしょうもんかびん

5502 審・招　名倉　鳳山 墨窓硯「空信」 ぼくそうけんくうしん

6001 遺　加藤　作助 灰釉花瓶 はいゆうかびん


