
受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

1106 1 陶芸 透光磁練込・青のかさね 浅井 敬子

1117 2 陶芸 鯥五郎文水指 朝倉 潔

1102 3 陶芸 線文鉢 朝倉 由紀子

A1005 4 陶芸 釉描彩蓋物「花瓶の百合」 鑑査 井口 雅代

1138 5 陶芸 暦手影青平鉢 泉 さやか

1118 6 陶芸 青白磁花文組皿 板橋 美喜子

A1007 7 陶芸 無名異練上花紋壺 重 伊藤 赤水

1132 8 陶芸 無名異線紋鉢 伊藤 栄傑

1137 9 陶芸 釉刻色絵金銀彩皿 伊藤 北斗

1108 10 陶芸 銀泥彩磁鉢 MOA美術館賞 井戸川 豊

1127 11 陶芸 六華天目四方組鉢 岩井 純

1014 12 陶芸 赤絵墨彩椿文鉢 川徳賞 上田 哲也

1144 13 陶芸 彩泥透光紋鉢 宇佐美 成治

1039 14 陶芸 楓文様泥彩器 氏家 龍次

1062 15 陶芸 織部象嵌花入 臼井 和成

1084 16 陶芸 重染彩磁壺 上瀧 勝治

1142 17 陶芸 布染彩磁鉢 上瀧 浩一

1109 18 陶芸 朱黒彩線文台皿 大河内 泰弘

1025 19 陶芸 赤絵菊華紋陶筥 大杉 幸代

1134 20 陶芸 青白磁星座組鉢 大野 耕太郎

1079 21 陶芸 白磁壺　悠 大野 佳典

1141 22 陶芸 布染華文皿 大原 功樹

1071 23 陶芸 練上鎬壺 尾形 香三夫

1054 24 陶芸 色絵筒描組皿 落合 杜寿子

1129 25 陶芸 向日葵文鉢 金子 英子

1080 26 陶芸 鉄絵銅彩椿文大鉢 神谷 紀雄

1030 27 陶芸 黄釉花文大皿 川北 秀一郎

1040 28 陶芸 彩泥線紋花器 川口 由美子

1099 29 陶芸 大鉢「煮ても焼いても…」 岸田 怜

1085 30 陶芸 青白磁彫文花生 鯉沼 マリ

1113 31 陶芸 白彩大長皿「水」 越 範広

1130 32 陶芸 黄瀬戸草文組皿 小松 幸代

1088 33 陶芸 紅彩釉楕円手付鉢（５点組） 小山 恵美

A1003 34 陶芸 彩色正燕支桜文四稜鉢 鑑審査 小山 耕一

1051 35 陶芸 色絵野葡萄八角組皿（５枚１組） 斉藤 裕子

1072 36 陶芸 象嵌釉彩白金彩花瓶 佐伯 守美

1078 37 陶芸 縒舟 奨励賞 佐藤 典克

1092 38 陶芸 彩線紋花器 佐藤 漣

1076 39 陶芸 白金彩線刻文大鉢 椎名 勇

1041 40 陶芸 練積鎬紋花器 柴田 弘道

1094 41 陶芸 彩泥型染鉢 杉沼 里美

1120 42 陶芸 白泥彩器 鈴木 圭太

1060 43 陶芸 黒彩象嵌壺 髙木 彩子

1093 44 陶芸 銀彩楕円鉢「皓月」 高橋 朋子

1135 45 陶芸 白磁水指 高橋 奈己

1124 46 陶芸 花文鉢 髙見澤 百合子

1147 47 陶芸 呉須流し草文鉢「朝靄」 武田 豊子

1146 48 陶芸 青彩線象嵌鉢 田原 良蔵

1043 49 陶芸 象嵌花紋組皿 土屋 美則

1136 50 陶芸 銀彩平鉢 寺本 守

1023 51 陶芸 氷青釉蓋器「白夜」 冨川 秋子

1112 52 陶芸 色絵銀彩花紋鉢 豊福 誠
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受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

1046 53 陶芸 幾何文組皿 鳥山 由貴子

1024 54 陶芸 灰釉銀彩縞文大鉢 中島 克童

1116 55 陶芸 百合文鉢 新村 陽子

1002 56 陶芸 青白磁釉象嵌鉢「飛翔」 西野 咲子

1001 57 陶芸 塩釉条文八角筒 橋本 昌彦

1086 58 陶芸 窯変花器 羽石 修二

1104 59 陶芸 彩泥葡萄文組皿 浜渡 富雄

1021 60 陶芸 根開きの頃のシラカバ図鉢 早川 研夫

1096 61 陶芸 筒描万華紋鉢 林 亜美

A1001 62 陶芸 鉄釉草花文大壺 重 原 清

1026 63 陶芸 染付銀彩皿「輪舞」 深野 怜

1081 64 陶芸 布目赤彩陶花器 福野 道隆

1069 65 陶芸 灰釉アジサイ紋組皿 古木 保雄

1123 66 陶芸 彩泥象嵌陶筥 蛇石 純美

1126 67 陶芸 練継器「光」 星野 友幸

1143 68 陶芸 彩陶象嵌鉢 保立 剛

1008 69 陶芸 練込絣文組皿 保屋野 武

A1006 70 陶芸 色絵洋彩鉢 特 前田 正博

1145 71 陶芸 線文鉢 牧 フキ子

1061 72 陶芸 紅白鮮六角水指　水影 増原 嘉央理

1053 73 陶芸 椋灰釉練上壺 松井 康陽

1070 74 陶芸 練上鶉互い違い文浅鉢 松村 仁団望

1098 75 陶芸 青瓷蓮紋花器 三上 慶耀

1083 76 陶芸 窯変米色青瓷面取壺 峯岸 勢晃

1044 77 陶芸 彩泥粒穴縞文壺 宮地 陶博

A1002 78 陶芸 花文長角皿「椿」 鑑審査 望月 集

1052 79 陶芸 彩瓷草文花生 森 勝資

1029 80 陶芸 金魚文花器 安田 直子

1020 81 陶芸 染付菜の花文角皿 吉岡 順

1101 82 陶芸 彩色器 輪笠 伸好

1032 83 陶芸 色絵銀彩波文平鉢 若林 和恵

1097 84 陶芸 白器水指「表裏」 和田 的

A1004 85 陶芸 色絵青晶文鉢 鑑査 渡邉 国夫

1015 86 陶芸 釉裏紅柘榴文組皿 渡辺 琢哉

2048 87 染織 江戸小紋着物「縄目養老に疋田縦ぼかし」 奨励賞 藍田 愛郎

2026 88 染織 友禅訪問着「清香」 生駒 暉夫

2046 89 染織 貝紫染生絹帯「冬桜」 石月 まり子

2015 90 染織 組紐「深き春」 伊藤 裕子

2009 91 染織 友禅名古屋帯「露草文」 稲木 久

2058 92 染織 友禅訪問着「未草」 猪野 由美子

2054 93 染織 型絵染着物「運河」 遠藤 あけみ

A2004 94 染織 紬織絣着物「春めく」 鑑査 大髙 美由紀

2024 95 染織 友禅着物「山桜」 日本工芸会東日本支部長賞 尾﨑 久乃

2035 96 染織 小千谷縮絣着尺「藍彩の華」 小田島 克明

2045 97 染織 玉糸織着物「汀」 神谷 雅子

2053 98 染織 江戸小紋着尺「木賊二ッ割縞ぼかし」 菊池 宏美

2003 99 染織 花織帯「柴藤」 楠 光代

2019 100 染織 友禅訪問着「キオクノ河」 軍司 彰生

A2003 101 染織 精好仙台平袴地「久寿」 重 甲田 綏郎

A2006 102 染織 江戸小紋着尺「蜀江」 重 小宮 康正

2041 103 染織 江戸小紋着尺「蜂」 小宮 康義

2016 104 染織 綾織紬着物「萌え立つ」 近藤 好江

A2002 105 染織 型絵染着物「爽風」 鑑査 斎藤 孝子

A2001 106 染織 紬織帯「春惜しみ月」 重 佐々木 苑子



受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

2057 107 染織 浮き織帯「曼陀羅」 佐竹 孝子

2044 108 染織 友禅訪問着「水路」 塩澤 照彦

2049 109 染織 長板中形「斜め市松草花文」 篠﨑 ひで子

2022 110 染織 おぼろ型染着物「からころも－水辺の散歩－」 篠原 優子

2047 111 染織 友禅訪問着「春の夢」 菅原 髙幸

2027 112 染織 紬織着物「芽柳」 鈴木 典子

2020 113 染織 紬織絣着物「風のつぼみ」 鈴木 ゆき子

A2007 114 染織 友禅染帯「淙」 鑑審査

2031 115 染織 刺繍帯「五行三昧」 竹内 功

2001 116 染織 草木染道頓織着物「白南風」 田所 智江

2023 117 染織 紬織着物「静波」 田中 由美子

2017 118 染織 友禅訪問着「しぶき」 中澤 英髙

2051 119 染織 帯締四段綾竹「花逍遥」 中村 航太

2050 120 染織 刺繍帯「尾花の舞」 早川 郁子

2032 121 染織 生成地井桁絣 林 秀和

2059 122 染織 小千谷縮絣きもの「きざし」 樋口 隆司

2002 123 染織 帯締「源氏物語」 平田 竹峯

2030 124 染織 経絣帯「藤」 平山 八重子

2010 125 染織 江戸小紋着物「鮫に重ねよろけ縞」 廣瀬 雄一

2043 126 染織 紬織着物「春の空」 藤巻 千香子

2037 127 染織 藍型染着物「アテナイの丘にて」 帆足 まおり

2034 128 染織 草木染佐賀錦袋帯「夕顔」

A2005 129 染織 長板中形麻地着尺「変わり菱つなぎ文」 鑑審査 松原 伸生

2052 130 染織 友禅帯「煌」 水橋 さおり

2033 131 染織 双紬織着尺「彩り」 山岸 幸一

2029 132 染織 紬織男物着尺「令和の梅」 山岸 大典

2018 133 染織 黄八丈 山下 芙美子

2038 134 染織 生絹織着物「月夜野に」 第60回東日本伝統工芸展記念賞 吉岡 政江

3017 135 漆芸 蒔絵飾箱「夕明かり」 荒金 賛太

3031 136 漆芸 乾漆螺鈿飾箱「手毬唄」 井上 俊介

3027 137 漆芸 乾漆朱塗蓋物「バラ」 岩井 めぐみ

3008 138 漆芸 乾漆喰籠「荒海や・・・」 大川 由美子

3024 139 漆芸 乾漆根来盛器 大橋 雄

3037 140 漆芸 乾漆小高坏一対 岡村 康子

3026 141 漆芸 乾漆盤「春花」 奥井 美奈

3030 142 漆芸 乾漆貝形組小皿「渚」 奥窪 聖美

3007 143 漆芸 籃胎蒟醬箱「タイワンツバキ」 神垣 夏子

3022 144 漆芸 乾漆透飾盤「霽」 川ノ上 拓馬

3025 145 漆芸 変り塗盛器「風」 木村 正人

3005 146 漆芸 変塗蒔絵螺鈿箱「稚児車」 岩手県知事賞 熊谷 晃

3003 147 漆芸 「蝶乱舞」 小林 宮子

A3002 148 漆芸 蒔絵雲波図鎮子 特 小栁 種𡈁

3028 149 漆芸 黒塗鉢「湧」 佐藤 達夫

3033 150 漆芸 乾漆飾箱「爽」 志村 裕子

3009 151 漆芸 蒔絵漆箱「育む」 須藤 靖典

3036 152 漆芸 曲輪造金彩鉢「宙」 髙橋 玲子

A3001 153 漆芸 青貝蒔絵棗「海」 特 田口 義明

3011 154 漆芸 乾漆卵殻花文小箱 築地 久弥

3001 155 漆芸 茶箱「秋の径」 土屋 満和子

3021 156 漆芸 乾漆蒟醤箱「まどか」 土屋 良子

3020 157 漆芸 乾漆合子「残照」 朝日新聞社賞 伴野 崇

3015 158 漆芸 乾漆螺鈿蒔絵筥「陽だまり」 豊平 江都

3014 159 漆芸 山吹蒔絵平棗 豊平 翠香

3032 160 漆芸 沈金合子「ゆらり」 鳥毛 清



受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

3012 161 漆芸 螺鈿漆箱「鸚鵡」 中條 伊穗理

A3004 162 漆芸 乾漆切絵茶筥「春秋」 鑑査 根本 曠子

3019 163 漆芸 乾漆椿図向付 野口 洋子

3010 164 漆芸 緋扇貝蒔絵合子 長谷川 陽子

3013 165 漆芸 蒟醤盆「きざし」 藤田 正堂

3002 166 漆芸 乾漆螺鈿箱「羽ばたき」 藤橋 郁美子

A3006 167 漆芸 乾漆葉盤「おだまき」 重・鑑審 増村 紀一郎

A3003 168 漆芸 螺鈿蒔絵小筥「みかん」 鑑査 松崎 森平

3018 169 漆芸 螺鈿盛器「浮遊」 奨励賞 松田 典男

3035 170 漆芸 堆漆幾何学文合子 松本 達弥

3034 171 漆芸 乾漆蒟醤箱「春風」 松本 法子

3006 172 漆芸 紋紗塗箱「湖面」 松山 継道

3038 173 漆芸 彩切貝小箱「月の韻」 三好 かがり

A3005 174 漆芸 蒔絵螺鈿中次「秋遊」 重・鑑審 室瀬 和美

4006 175 金工 象嵌四分一合子「沢の春」 浅井 盛征

4005 176 金工 あやおりがね水滴「結」 家出 隆浩

A4004 177 金工 鍛鉄三足香炉 鑑審査 井尾 建二

4032 178 金工 象嵌鉄盒子「鳳凰の卵」 市川 隆

4004 179 金工 象嵌鉄箱「彩流」 市川 正美

4022 180 金工 鉄瓶「竹聲」 江田 蕙

4018 181 金工 面取釜「山嶺」 奨励賞 江田 朋

A4002 182 金工 鍛銅建水「煌」 重 大角 幸枝

4021 183 金工 銀花器「凛」 大槻 昌子

4003 184 金工 切嵌の花器 大沼 千尋

4014 185 金工 くだもの　ブローチ 岡原 有子

A4001 186 金工 しろがね水滴 鑑査 奥村 公規

4031 187 金工 銀赤銅撹拌文花器「巻雲」 押山 元子

A4006 188 金工 布目象嵌紅梅白梅図朧銀香盒 鑑査 鹿島 和生

4017 189 金工 高肉象嵌花器「こぶし」 加藤 恵子

4009 190 金工 布目象嵌ミモザ文南鐐茶器 亀倉 浩子

4028 191 金工 象嵌銅箱「朱鷺」 川合 里奈

4034 192 金工 蠟型黄銅吹込硝子花器 北村 眞一

4030 193 金工 苺金具 木村 正子

4027 194 金工 飛魚金具 佐藤 新夏

4024 195 金工 鋳紫銅花器「ときを待つ」 佐藤 光男

4023 196 金工 鍛銅三角花器 杉山 千尋

4025 197 金工 湯釜「鼓草」 鈴木 成朗

A4003 198 金工 団華文棗釜 鑑審査 鈴木 盛久

4011 199 金工 黒蝶金具 竹之内 恵美子

4007 200 金工 四分一金具「柿にひよどり」 竹花 万貴

4010 201 金工 木目金花瓶 玉川 達士

A4005 202 金工 木目金花瓶 重 玉川 宣夫

4029 203 金工 流水文乃釜 長野 新

4016 204 金工 打出花文香合 中村 大朋

4026 205 金工 金銀銅杢目金花器「四方彩」 林 美光

4019 206 金工 斑紫銅花器「みちびき」 原 惣右エ門

4002 207 金工 朧銀花挿「颯々」 根津美術館館長賞 広沢 隆則

4020 208 金工 和蘭海芋　ブローチ 藤江 聖公

4001 209 金工 打込象嵌七角箱「雲龍」 細谷 みちる

4033 210 金工 木いちご水滴 松岡 眞澄

4015 211 金工 赤銅花器「水模様」 宮澤 淑子

4012 212 金工 象嵌文鎮「水仙」 吉田 桂子

5025 213 木竹工 神代杉彫装箱 五十嵐 誠

5002 214 木竹工 煤竹角窓盛籃「畝陽」 磯飛 節子



受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

5019 215 木竹工 千筋組花籠「そぞろ雨」 奨励賞 江花 美咲

5022 216 木竹工 盛籠「しぶき」 大木 淑恵

5007 217 木竹工 欅拭漆盆 太田 紗也

A5003 218 木竹工 篶竹摺漆花籃「淺春」 重 勝城 蒼鳳

5021 219 木竹工 神代杉彩線木象嵌十二角箱 日本工芸会賞 桑山 弥宏

5009 220 木竹工 御蔵島桑拾杯抽斗箱「蓮祈」 島崎 敏宏

5012 221 木竹工 栃木画飾箱 島田 晶夫

A5006 222 木竹工 楝と梻の小卓 鑑審査 須田 賢司

5003 223 木竹工 盛籃「百花」 髙木 政美

A5004 224 木竹工 千筋組花籠「玄舟」 鑑審査 田中 旭祥

5013 225 木竹工 重鉄線盛籃「波景」 谷垣 勇男

5005 226 木竹工 栃造食籠 東京都知事賞 玉井 智昭

5008 227 木竹工 花籃「深緑」 永田 勝実

5011 228 木竹工 花梨螺鈿箱 西村 治郎

5015 229 木竹工 欅造盆 蜂谷 友季子

5014 230 木竹工 欅拭漆羽付合子 花輪 滋實

5024 231 木竹工 欅拭漆象嵌箱「天の海」 林 哲也

5023 232 木竹工 栃拭漆盛器 深澤 慎太郎

A5005 233 木竹工 盛花籃「星降る夜に」 鑑査 藤塚 松星

A5001 234 木竹工 束編花籃「豊雲」 重 藤沼 昇

A5007 235 木竹工 束編菱文花籃 特 武関 翠篁

5010 236 木竹工 盛籃「聖火」 本田 青海

5016 237 木竹工 欅拭漆六弁皿 丸岡 重信

5017 238 木竹工 欅拭漆箱 水野 咲衣花

5004 239 木竹工 雷電木１２稜軸箱 山本 冨士雄

5001 240 木竹工 黒柿神代栗寄木飾箱 吉田 宏信

A5002 241 木竹工 鉄刀木象嵌盆 鑑査 渡辺 晃男

6025 242 人形 木芯桐塑布紙貼「花摘み」 相上 和子

6007 243 人形  木芯桐塑木目込「エールが聞こえる」 青木 時子

A6003 244 人形 木芯桐塑紙貼「焔」 鑑査 青野 洋

6029 245 人形 木彫「夕愁」 荒井 慶子

6018 246 人形 木彫木目込「調べ」 五十嵐 晴美

A6002 247 人形 木彫木目込「翔」 鑑審査 井上 春子

6022 248 人形 木芯桐塑布貼「ふくら雀」 岩﨑 久美子

A6001 249 人形 木彫木目込み「少女」 特 岩瀬 なほみ

6021 250 人形 木芯桐塑木目込「宴」 内田 陽

6026 251 人形 木彫木目込「かりがね」 大島 和子

6011 252 人形 木芯桐塑紙貼「順番」 河野 ふみ

6016 253 人形 木芯桐塑木目込「待ち人」 小島 尚子

6003 254 人形 桐塑紙貼「憧憬」 宍戸 孝子

A6004 255 人形 木芯桐塑紙貼「爪」 鑑審査 杉浦 美智子

6015 256 人形 木芯桐塑木目込「行く雲」 鈴木 しおり

6017 257 人形 木芯桐塑布紙貼「惜春」 諏訪部 喜美子

6012 258 人形 木彫木目込「草原の祭り」 竹内 文子

6008 259 人形 木彫木目込「MA・TSU・RI」 塚山 洋子

6010 260 人形 木芯桐塑木目込「よいん」 角田 智子

6004 261 人形 木彫紙貼「星」 中田 勝子

6027 262 人形 木彫木目込「夏を惜しむ」 奨励賞 橋詰 幸江

6002 263 人形  木芯桐塑紙貼「金のラッパ」 八角 ひとよ

6014 264 人形 木芯桐塑紙貼「青天」 平田 倫子

6013 265 人形 木芯桐塑木目込「初茄子」 福井 道子

6020 266 人形 木芯桐塑木目込「移ろう」 細山 ひろ子

A6005 267 人形 木彫彩色「箱男」 鑑査 松崎 幸一光

6023 268 人形 木彫布貼「光の丘」 真鍋 道



受付番号 陳列番号 部門名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名

6005 269 人形 木彫紙貼「春陽」 三井 厚子

7043 270 諸工芸 「漣」 安達 征良

7042 271 諸工芸 蝶想硯 雨宮 彌太郎

7011 272 諸工芸 有線七宝蓋物「波動」 粟田 和名

7022 273 諸工芸 有線七宝合子「もみじ」 石坂 久美子

7032 274 諸工芸 レース紋様硝子花器 和泉 香織

7002 275 諸工芸 海月硯 泉 石心

7019 276 諸工芸 有線七宝合子「翠日」 井谷 多賀子

7039 277 諸工芸 硝子花器「彩りの記憶」 大槻 洋介

7047 278 諸工芸 泥釉七宝花入れ「夏の陽の陰に」 伊藤 明子

A7003 279 諸工芸 有線七宝六角蓋物 鑑査 岡本 美子

7033 280 諸工芸 被硝子切子鉢「瑞波」 三越伊勢丹賞 小川 郁子

7017 281 諸工芸 有線七宝蓋物「夕映えの野」 小川 千代子

7034 282 諸工芸 有線七宝壺「春萌」 折茂 惠

7026 283 諸工芸 有線七宝蓋物「陽車」 樫尾 栄美

A7001 284 諸工芸 蠟付有線七宝蓋物「水光花」 鑑審査 勝 文彦

7018 285 諸工芸 泥釉七宝花入「春陽」 河田 貴保子

A7006 286 諸工芸 硝子切子鉢 鑑審査 氣賀澤 雅人

A7005 287 諸工芸 有線七宝香合「秋津」 特 久保 かよ子

7008 288 諸工芸 有線七宝花瓶「紡ぎ譜」 黒河内 和也

7023 289 諸工芸 有線七宝蓋物「はこべら」 後庵野 かおり

7020 290 諸工芸 香炉「輪生」 河野 すゝむ

A7004 291 諸工芸 ロードナイト　香炉 鑑査 河野 道一

7038 292 諸工芸 グラヴィールヒヨドリ文花器 後閑 博明

7037 293 諸工芸 被切子花器「陽炎稲妻水の月」 小林 昂平

7005 294 諸工芸 有線七宝合子「満開の四葩」 小林 由美

7031 295 諸工芸 階調文様硝子鉢 佐々木 玲子

7021 296 諸工芸 有線七宝花瓶「秋彩」 佐瀬 たか子

A7002 297 諸工芸 菊繋紋花瓶「あわだらけ」 特 白幡 明

7040 298 諸工芸 有線七宝合子「磯許」 関 裕子

7030 299 諸工芸 有線七宝蓋物「凉暮月」 高木 ゆう子

7016 300 諸工芸 有線七宝香炉「紫奏」 谷脇 信子

7004 301 諸工芸 宙吹鉢「彩」 玉川 哲也

7003 302 諸工芸 有線七宝蓋物「藍の刻」 土平 啞倭子

7041 303 諸工芸 有線七宝蓋物「春の舞い」 永峰 直美

7027 304 諸工芸 墨流文様モザイク硝子皿「山の夜空」 鍋田 尚男

7013 305 諸工芸 有線七宝合子「野薊」 西本 美代子

7006 306 諸工芸 截金宝箱「実来方Ⅲ」 長谷川 智彩

7012 307 諸工芸 有線七宝水指「風華」 浜田 とよ子

7036 308 諸工芸 泥七宝花入「幻想」 平野 滋子

7009 309 諸工芸 有線七宝合子「合歓の花」 奨励賞 森永 恵子

7045 310 諸工芸 青捲白線楕円鉢「春を仰」 山口 浩二

7015 311 諸工芸 BOWL「Gold ruby」 山田 輝雄

7028 312 諸工芸 硝子花器「水影」 由水 直樹

遺作1 313 陶芸 青磁釉彩葉紋大皿 菊池 一麿

遺作2 314 金工 朧銀流金線文様壺 北村 鍾


