
出品目録

№ 作品名 賞名など 作者 地域 № 作品名 賞名など 作者 地域

3 備前花器 赤毛　敏男 広島県 68 鉄釉幾何文鉢 黒井　博史 岡山県

4 鯥五郎文鉢 朝倉　潔 千葉県 70 あけぼの彩鉢 鯉江　廣 愛知県

7 チョーク描花器「蓮」 荒井　ゆきえ 滋賀県 71 信楽火色皿 小谷　日以呂 滋賀県

8 焼〆窯変しのぎ鉢 荒川　智 滋賀県 75 金彩正燕支六稜鉢 小山　耕一 東京都

10 釉描彩長方蓋物「雪融け」 井口　雅代 千葉県 77 染付花器「金魚」 小枝　真人 静岡県

12 彩刻青磁壺「森閑」 特 石橋　裕史 京都府 79 濁手唐竹文鉢 酒井田　柿右衛門 佐賀県

13 黒角皿 重 伊勢﨑　淳 岡山県 80 萩茶碗 坂倉　新兵衛 山口県

14 備前三角扁壺 伊勢﨑　創 岡山県 81 月煌彩器 坂倉　善右衛門 山口県

18 志野彩文鉢 伊藤　公洋 愛知県 82 青瓷壺 坂本　章 鳥取県

19 無名異練上花紋壺 重 伊藤　赤水 新潟県 85 陶磁更紗練上鉢 佐藤　美佳 神奈川県

20 さぬき泥彩鉢 伊藤　信夫 香川県 88 地ノ器 渋谷　英一 山口県

23 釉刻色絵金銀彩鉢 伊藤　北斗 東京都 89 青白磁朝鮮朝顔文大皿 島田　文雄 静岡県

25 銀泥彩磁鉢 井戸川　豊 千葉県 95 鉄釉白掛分銀彩文扁壺 清水　保孝 京都府

27 白磁瓜形壺 重 井上　萬二 佐賀県 98 萩茶碗 新庄　貞嗣 山口県

30 色絵雪花墨はじき紅葉文鉢 重・審・鑑 今泉　今右衛門 佐賀県 99 青磁堆磁鉢 鑑 神農　巌 滋賀県

31 彩色化粧波線刻文皿 上田　敦之 山口県 101 志野茶碗 重 鈴木　藏 岐阜県

37 縹繧幾何文壺 内田　和秀 島根県 102 緑釉鉢 鈴木　徹 岐阜県

39 色絵流加彩割器 梅本　孝征 愛知県 104 黒彩象嵌壺 髙木　彩子 東京都

40 重染彩磁壺 上瀧　勝治 千葉県 106 銀彩楕円鉢「響く月」 高橋　朋子 千葉県

46 淡青釉鉢 岡田　泰 山口県 107 つぼみ 高橋　奈己 東京都

47 白萩釉線文鉢 岡田　裕 山口県 109 灰釉大皿 竹内　孝一郎 愛知県

51 備前混淆花器 隠﨑　隆一 岡山県 110 長々篋「葭中川蟬」 武腰　潤 石川県

53 布目彩色惺繫紋丸陶筥 加藤　一郎 山口県 111 色絵罌粟文組皿 竹中　浩 京都府

55 藍三彩「2006」 加藤　清和 京都府 112 彩釉鉢 鑑 田島　正仁 石川県

56 瀬戸黒茶盌 重 加藤　孝造 岐阜県 115 萩流白釉鉢 田原　崇雄 山口県

57 青白磁彫文花瓶 亀田　緑光 愛媛県 117 萩茶盌 玉村　信一 山口県

64 碧釉漣文器 朝日新聞社賞 木村　芳郎 広島県 120 彩釉花器「紅の扉Ⅱ」 德田　八十吉 石川県

67 彩飾釉鉋組皿 熊谷　智久 福岡県 121 木ノ葉天目大皿 土渕　善亜貴 京都府

　陶　芸

重＝重要無形文化財保持者 審＝審査委員 鑑＝鑑査委員 特＝特待者



№ 作品名 賞名など 作者 地域 № 作品名 賞名など 作者 地域

124 釉象嵌花器
日本工芸会

新人賞
中尾　純 佐賀県 163 青白磁胴錆八角鉢 松尾　藻風 山口県

126 淡桜釉裏金銀彩草叢文鉢 特 中田　一於 石川県 164 染錦絵替り組鉢「森の詩」 松尾　優子 山口県

127 真珠光彩壺 東京都知事賞 中田　博士 石川県 166 琉球南蛮墨流し手大皿 松島　朝義 沖縄県

135 萩茶盌 波多野　善藏 山口県 169 朱窯変南蛮梨皮茶注 水野　陽景 愛知県

137 霜柱深鉢 花井　健太 鳥取県 177 花文広口壺「椿」 望月　集 東京都

141 茜織彩花器 早川　嘉 栃木県 178 瑠璃釉壺 森　和之 鳥取県

143 鉄釉葡萄文大壺 重・鑑 原　清 埼玉県 179 線描幾何文鉢 森田　由利子 奈良県

144 青白磁四方編崩し文合子 ピーター・ハーモン 兵庫県 184 剪紙繫型立涌文鉢 山路　和夫 茨城県

148 中野月白瓷蝶鉢 重・鑑 福島　善三 福岡県 185 白磁壺 山田　公夫 愛媛県

149 九谷焼赤絵皿「朱夏」 福島　武山 石川県 188 炎彩細波文反皿 大和　保男 山口県

152 備前線象嵌大皿 藤田　哲英 岡山県 189 窯変掛分花器 大和　祐二 山口県

153 釉裏白金彩壺 古川　拓郎 京都府 191 備前耳付茶入 山本　雄一 岡山県

155 練継器「環」 星野　友幸 東京都 192 焼締窯変壺 山本　佳靖 鳥取県

157 練込絣文組皿 保屋野　武 東京都 193 釉裏金彩木槿文飾皿 重 吉田　美統 石川県

158 白瓷捻面取壺 重・審 前田　昭博 鳥取県 194 金襴手彩色花器 吉田　幸央 石川県

160 色絵洋彩花入 鑑 前田　正博 神奈川県 198 色絵銀彩螺旋文平鉢 若林　和恵 神奈川県

162 紅白鮮八角陶匣「水影」 増原　嘉央理 北海道 200 上野ヤケ釉鉢 渡　仁 福岡県

201
江戸小紋着尺「竹縞と鐶
つなぎ左手綱」

日本工芸会
奨励賞

藍田　愛郎 群馬県 247 友禅訪問着「糸目格子」 鑑 髙橋　寬 東京都

204 上布絽織着尺「清水草」 新垣　幸子 沖縄県 248 刺繡着物「僧院にて。午」 武部　由紀子 大阪府

208 長板中形着物「銀色の大地」 伊藤　敦子 東京都 250 紅型着物「水面に草花」 玉那覇　有勝 沖縄県

209 組紐「貝紫夢幻・玉響」 伊藤　裕子 東京都 252 紋紗着物「胡蝶夢」 重・鑑 土屋　順紀 岐阜県

210 友禅訪問着「滝花」 稲木　久 埼玉県 255 綾竹武田組「連」 中村　航太 千葉県

211 型絵染長着「夜が明ける」 岩井　香楠子 神奈川県 258 友禅訪問着「山帰来」 羽田　登 京都府

212 小倉織帯「回」 内山　啓大 福岡県 259 越後上布着尺「絣の祭典」 林　秀和 新潟県

213 縠織着物「California Route 49」 海老ヶ瀬　順子 京都府 260 組紐「森羅万象」 平田　竹峯 東京都

216 友禅訪問着「夕立」 大村　幸太郎 滋賀県 264 友禅訪問着「濡れ椿」 重 二塚　長生 石川県

217 木綿風通織着物「杜若」 岡田　弘子 福岡県 265 綴帯「律」 細見　巧 京都府

218 絞り染訪問着「ゆらら たゆたふ」 小倉　淳史 京都府 266 友禅訪問着「遥想う」 毎田　健治 石川県

222 透文羅「田相文様」 重 北村　武資 京都府 267 友禅訪問着「波の景」 毎田　仁嗣 石川県

225 精好仙台平袴地「鵲瑞」 重 甲田　綏郎 宮城県 268 ほら絽織菱絽着物「朝涼の花」 松浦　弘美 島根県

227 風通織木綿着物「湧水」 小林　佐智子 愛知県 270 久留米絣着物「光芒」 文部科学大臣賞 松枝　哲哉 福岡県

228 江戸小紋結城地着尺「四ツ葉雲斉」 重・鑑 小宮　康正 東京都 271 長板中形麻地着尺「蒲縞萩文」
鑑，日本工芸会

保持者賞 松原　伸生 千葉県

235 紬織帯「野分け晴」 重 佐々木　苑子 東京都 275 伊予絣着物「野分立つ」 村上　君子 愛媛県

236 竹紙布帯「波の詩」 佐々木　理恵 福井県 276 紬織着物「草原の道」 重・鑑 村上　良子 京都府

238 刺繡着物「対話」 柴田　久恵 神奈川県 278 友禅着物「位相網目文様」 重 森口　邦彦 京都府

240 琉球紅入藍型着物「礎の海」 城間　栄市 沖縄県 280 双紬織着尺「紫根」 山岸　幸一 山形県

242 友禅訪問着「舞い上がる」 菅原　髙幸 岩手県 282 型絵染着物「物語」 山城　直子 広島県

244 木版摺更紗着物「花枝垂れ」 重・審・鑑 鈴田　滋人 佐賀県 283 佐賀錦笛袋「春野」 山名　久美子 千葉県

246 紬織着物「こもれび」 平　恵子 広島県 285 生絹道屯織着物「翠滴」 吉岡　政江 東京都

288 乾漆輪花盤「黎明」 荒川　文彦 石川県 294 乾漆塗立盛器 内島　正雄 富山県

289 堆漆象嵌幾何学文箱 石原　雅員 香川県 300 籃胎蒟醬菓子器「夕映え」 重 大谷　早人 香川県

291 蒔絵箱「宙の明かり」 特 市島　桜魚 石川県 301 曲輪造八角足付盛器 重 大西　勲 茨城県

292 乾漆蒟醬螺鈿筥「夏草」 井上　みゆき 岡山県 303 乾漆滝の箱 鑑 奥井　美奈 神奈川県

　陶　芸

　染　織
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304 乾漆輪花組鉢「そよそよ」 奥窪　聖美 東京都 333 存清霞草水指 戸田　友雪 熊本県

309 金胎螺鈿蒔絵箱「煌雪」 岸本　圭司 奈良県 334 乾漆合子「暁雲」
日本工芸会

奨励賞
伴野　崇 長野県

311 楓之図蒔絵螺鈿硯箱 重 北村　昭斎 奈良県 336 沈金飾箱「水無月」 鑑 鳥毛　清 東京都

312 切金螺鈿箱「合歓」 金城　一国斎 広島県 338 あざみ文蒔絵箱 重 中野　孝一 石川県

315 平文蒔絵乾漆盤「横行君子」 小松原　賢次 岡山県 343 呂色塗提盤「耀」 特 林　曉 富山県

316 籃胎箱「黒」 重・審・鑑 小森　邦衞 石川県 344 紙胎皺矢羽根文箱 NHK会長賞 人見　祥永 京都府

318 卵殻蒔絵箱「静観」 坂本　康則 石川県 346 蒟醬彫漆蓋物「波静か」 藤田　正堂 青森県

320 乾漆螺鈿平文華果山箱 しんたに　ひとみ 富山県 348 千鳥の沈金箱 重 前　史雄 石川県

321 乾漆平文蒔絵漆箱「氷壁」
日本工芸会

総裁賞
須藤　靖典 福島県 349 乾漆銀地茶箱「糸菊」 重・審 増村　紀一郎 埼玉県

322 籃胎存清小箱「青葉若葉」 高橋　香葉 島根県 351 螺鈿蒔絵飾箱「明日へ」 松田　典男 千葉県

324 彩貝蒔絵蓋物「赤と黒」 鑑 田口　義明 埼玉県 357 彩切貝蒔絵乾漆硯筥「冬の韻」 三好　かがり 神奈川県

327 籃胎箱「祈り」 田代　明樹男 広島県 358 乾漆蒔絵螺鈿盤「慈光」 重・審・鑑 室瀬　和美 東京都

328 彫漆盛器「早瀬」 田中　恵二 岡山県 361 漆象嵌合子「霜降」盆付 重 山岸　一男 石川県

332 螺鈿蒔絵箱「群泳」 寺西　松太 石川県 363 珊瑚蒟醬合子 重・鑑 山下　義人 香川県

366 からたち 金具 鑑 浅井　盛征 東京都 387 十二支文平丸釜 鈴木　盛久 岩手県

367 あやおりがね器「奏」 家出　隆浩 埼玉県 388
鍛銀流込み象嵌環繫紋
ボンボニエール

髙田　裕蒼 富山県

368 鉄打出し三足香炉 特 井尾　建二 東京都 392 華鬘草 帯留金具 竹花　万貴 東京都

369 Whirl Boat Vessel
日本工芸会

新人賞
井尾　鉱一 東京都 393 木目金花瓶 玉川　達士 新潟県

371 布目象嵌鉄箱「翔律」 鑑 市川　正美 新潟県 394 木目金花瓶 重 玉川　宣夫 新潟県

372 砂張水指「輪」 重 魚住　為楽 石川県 395 象嵌朧銀花器「南島の朝」 重・鑑 中川　衛 石川県

373 銀打出花器「荒磯」 重 大角　幸枝 東京都 396 繭の釜 審 長野　垤志 埼玉県

374 削り彫り銀合子 大槻　昌子 神奈川県 398 鍛矧合線の壺 鑑 萩野　紀子 埼玉県

375 朧銀地匣「コタン・コロ・カムイ」 奥村　公規 東京都 400 魚々子象嵌水玉紋花器 原　智 石川県

376 接合せ椿文様花器 重 奥山　峰石 東京都 401 吹分丸卓 般若　泰樹 富山県

379 芦鷺撫肩釜 特 角谷　勇圭 大阪府 402 吹分大花挿し 鑑 般若　保 富山県

381 雀 金具 重・審 桂　盛仁 東京都 404 接合せ象嵌花器「秋風」 松永　英男 大阪府

382 蠟型白銅花器「長寿Ⅱ」 北村　眞一 東京都 406 黄銅鎚延べ鎚上げ四方盛器 鑑 三好　正豊 大阪府

384 鐵地象嵌花器「scenery」 坂井　直樹 石川県 407 象嵌花器「連樹」
日本工芸会

奨励賞
村上　浩堂 石川県

385 鋳紫銅花器「ときを待つ」 佐藤　光男 新潟県

411 レースウッド連子床脚飾箱 市川　正人 京都府 441 欅黒柿造重箱 重松　次壽 岡山県

412 梻拭漆楕円箱 岩井　雄介 京都府 442 栃木画飾箱 島田　晶夫 北海道

414 鉄線文花籃 上野　孝志 奈良県 445 桐造短冊箱「桐華瑞雲」 重・審・鑑 須田　賢司 群馬県

420 欅造拭漆盛鉢 小椋　芳之 岡山県 447 楡造拭漆盛器 高橋　力男 三重県

421 栃拭漆稜線盛器 甲斐　幸太郎 大阪府 449 千筋組花籠「玄舟Ⅱ」 特 田中　旭祥 東京都

423
柾割千集編花文盛籃
「千代見之華」

重 勝城　蒼鳳 栃木県 450 束編舟形花籃「連綴」 田辺　竹雲斎 大阪府

424 神代欅拭漆盛器 門脇　盛人 島根県 451 欅造合子
日本工芸会

会長賞
玉井　智昭 埼玉県

425 欅造深鉢 特 川北　浩彦 石川県 452 拭漆朴盛器 戸田　純一 熊本県

426 欅造波頭文盛器 重 川北　良造 石川県 456 神代杉木画短冊箱 西山　謙二 岡山県

427 欅拭漆盛器「渦潮」 鑑 川口　清三 愛知県 465 彩変化竹花器 審・鑑 藤塚　松星 神奈川県

431 栃造拭漆盛器 栗山　宏司 岡山県 466 盛籃「幸雲」 重 藤沼　昇 栃木県

432 神代杉彩線木象嵌十二角箱 高松宮記念賞 桑山　弥宏 新潟県 467 束編菱文花籃「朱雀」 鑑 武関　翠篁 東京都

433 杉造砂磨楕円盆 河野　行宏 福岡県 468 栓拭漆盛器 本間　潔 宮城県

434 欅拭漆盛器 小林　松斎 広島県 470 欅拭漆花器「包」 松本　高次 京都府

436 花籃「落陽」 近藤　雅代 大分県 475 栃拭漆流紋盤 鑑 宮本　貞治 滋賀県

　金　工
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476 欅拭漆足付皿 重 村山　明 京都府 481 黒柿拭漆飾箱 吉田　宏信 山形県

478 重編菱文様花籠「晩照」 安原　勝實 山口県 483 鉄刀木玳瑁嵌荘盆 鑑 渡辺　晃男 東京都

479 桑拭漆短冊箱 矢吹　良文 岡山県

480 花籃「長寿」 山本　弘之 奈良県

486 木芯桐塑布紙貼「祈り」 重 秋山　信子 大阪府 500 木彫木目込「夢の中」 塚山　洋子 東京都

487 張抜漆塗「新しい息吹」 鑑 井上　楊彩 奈良県 501 陶彫彩色「凌雪」 特 中村　信喬 福岡県

490 木彫胡粉「遠想」 岡本　祐治 京都府 502 陶彫彩色「蝶の途」 中村　弘峰 福岡県

491 木芯桐塑布紙貼「思春期」 奥　富久枝 広島県 503 木芯桐塑紙貼「朝露」 重 林　駒夫 京都府

493 木芯桐塑木目込「春浅し」 小島　尚子 東京都 504 木芯桐塑紙貼「緑雨の杜」 原山　桂子 長野県

494 塑造彩色「魚神とトリトン」 特 紺谷　力 石川県 506 木芯桐塑布紙貼「月映」 平井　順子
神奈川
県

496 陶胎胡粉「冬の華」 鑑 島田　耕園 京都府 507 木彫彩色「時」
日本工芸会

奨励賞
松崎　幸一光 東京都

497 木芯桐塑紙貼「風の行方」 鑑 杉浦　美智子 東京都 510 木芯桐塑紙貼「瞳をとじて」 満丸　正人 大阪府

498 桐塑木目込「うふふ」 髙﨑　麻美 神奈川県

513 硝子絹糸紋鉢「しんしんと」 鑑 安達　征良 千葉県 543 截金飾筥「玉煌」 中埜　朗子 京都府

515 七宝箱「爽」 粟根　仁志 広島県 544 截金飾筥「滔滔と」
日本工芸会

奨励賞
中村　佳睦 大阪府

517 泥釉七宝壺「朝日差す街」 伊藤　明子 埼玉県 546 虚陵硯「墨相」 特 名倉　鳳山 愛知県

519 有線七宝蓋物「寒露」 岩本　文子 岡山県 548 有線七宝蓋物「煌」 橋詰　峯子 鳥取県

520 有線七宝蓋物「はつ夏」 宇田　勢津子 広島県 550 横陵硯 日枝　玉峯 山口県

525 泥釉七宝花入「黄花」 河田　貴保子 埼玉県 551 斜陽硯 日枝　陽一 山口県

526 硝子花器「衣～koromo～」 川辺　雅規 島根県 552 截金飾筥「百花光綾」 藤野　聖子 大阪府

527 硝子切子平鉢「波風」 審・鑑 氣賀澤　雅人 神奈川県 553 双峰研 特 堀尾　信夫 山口県

529 有線七宝花瓶「新涼」 鑑 久保　かよ子 埼玉県 556 省胎七宝鉢「そよぐ」 松本　三千子 島根県

530 瑪瑙鶉合子 河野　すゝむ 山梨県 558
銀箔平脱有線七宝合子
「象潟の雨」

森永　恵子 東京都

536 有線七宝抽象文花器 鑑 柴田　明 愛知県 559 被硝子切子鉢「糸遊」
日本工芸会

新人賞
安田　公子 大阪府

537 六角花器「雨龍の城」 特 白幡　明 埼玉県 562
截金硝子盛器
「かささぎの橋」

山本　茜 京都府

538 須美須利「平安」 髙原　祐二 山口県 563
積層プラチナ彩切子鉢
「月下」

鑑 渡邊　明 京都府

564
籃胎蒟醬八角食籠
「律の調べ」

太田　儔

※都合により、展示作品および展示期間に変更が生じる可能性があります。
※作品番号は展示順序と一致しておりません。
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