
受付番号陳列番号部会名 作品名 賞名 鑑査種別 氏名 種別名
A1762 1074 1 陶芸 銹輝器「花生」 飯沼 耕市 正会員
A0007 1049 2 陶芸 釉描彩蓋物「雪融け」 井口 雅代 正会員
A2471 1084 3 陶芸 暦手影青陶筥 泉 さやか 一般
A0011 A1007 4 陶芸 無名異練上花紋壺 重 伊藤 赤水 正会員
A2154 1118 5 陶芸 無名異線紋鉢 伊藤 栄傑 正会員
A0905 1009 6 陶芸 釉刻色絵金銀彩面取壺 伊藤 北斗 正会員
A0906 1096 7 陶芸 銀泥彩磁鉢 井戸川 豊 正会員
A0609 1107 8 陶芸 六華天目釉四方組鉢 岩井 純 準会員
A0015 A1003 9 陶芸 赤絵墨彩木蓮文花器 鑑審査 上田 哲也 正会員
A0913 1004 10 陶芸 加彩曲線紋鉢 植松 隆 正会員
A2666 1089 11 陶芸 彩泥透光紋花器 宇佐美 成治 正会員
A0016 1011 12 陶芸 織部象嵌皿 臼井 和成 正会員
A2018 1105 13 陶芸 白磁鉢 梅澤 知弘 正会員
A0018 1035 14 陶芸 八重染彩磁壺 上瀧 勝治 正会員
A0914 1120 15 陶芸 布染彩磁壺 上瀧 浩一 正会員
A0019 1108 16 陶芸 朱黒彩長皿 大河内 泰弘 正会員
A2856 1015 17 陶芸 赤絵菊華紋大香爐 大杉 幸代 準会員
A2950 1063 18 陶芸 布染彩磁壺 大隅 美津子 一般
A2368 1113 19 陶芸 白磁鉢「悠」 大野 佳典 正会員
A1495 1110 20 陶芸 ｆｌｏｗ 大原 功樹 準会員
A1049 1061 21 陶芸 色絵筒描変形組皿 落合 杜寿子 一般
A3058 1106 22 陶芸 練上組鉢「萌」 小野 千鶴 一般
A2510 1048 23 陶芸 彩泥角皿「花霞」 梶原 真理 一般
A1846 1053 24 陶芸 布目白彩色花器 加藤 一郎 正会員
A2784 1079 25 陶芸 向日葵文鉢 金子 英子 一般
A0036 1025 26 陶芸 鉄絵銅彩秋海棠文鉢 神谷 紀雄 正会員
A0920 1099 27 陶芸 黄釉線文組皿 川北 秀一郎 正会員
A2622 1031 28 陶芸 彩泥線紋大鉢 川口 由美子 準会員
A1930 1058 29 陶芸 陶筥「舞」 岸田 怜 正会員
A2081 1109 30 陶芸 白磁水氷文角器 北川 智浩 正会員
A0925 1001 31 陶芸 青瓷鉢 小林 浩 準会員
A1634 1092 32 陶芸 銅彩草花文大鉢 古溝 真理子 準会員
A2920 1052 33 陶芸 紅彩釉陶箱 小山 恵美 一般
A1444 A1005 34 陶芸 金彩正燕支四方鉢 鑑査 小山 耕一 正会員
A1084 1071 35 陶芸 色絵野葡萄十角組皿 斉藤 裕子 準会員
A0049 1044 36 陶芸 象嵌泥彩樹林文花瓶 佐伯 守美 正会員
A1710 1112 37 陶芸 縒器「咲」 佐藤 典克 正会員
A2288 1094 38 陶芸 彩線紋花器 佐藤 漣 一般
A0930 1055 39 陶芸 層文組皿 椎名 勇 正会員
A2290 1042 40 陶芸 彩泥型染壺 杉沼 里美 準会員
A2273 1026 41 陶芸 黒彩象嵌壺「白日夢」 髙木 彩子 準会員
A1104 1114 42 陶芸 型文組皿 髙木 寛子 準会員
A2814 1005 43 陶芸 影青百合文鉢 鷹野 もとこ 一般
A2509 1038 44 陶芸 金銀彩蓋物「游ぐ月」 高橋 朋子 正会員
A2806 1095 45 陶芸 実 高橋 奈己 正会員
A1889 1111 46 陶芸 泥彩の器 髙橋 義直 一般
A2768 1060 47 陶芸 花文鉢 髙見澤 百合子 一般
A1110 1012 48 陶芸 青白磁刻文花器 武田 豊子 一般
A2840 1088 49 陶芸 青彩線象嵌鉢 田原 良蔵 準会員
A1988 1065 50 陶芸 象嵌泥彩氷裂紋組皿 土屋 美則 正会員
A0082 1097 51 陶芸 紺青銀彩花器 三越伊勢丹賞 寺本 守 正会員
A1461 1101 52 陶芸 氷青釉組菓子皿「粉雪」 冨川 秋子 正会員
A2667 1033 53 陶芸 幾何文組皿 鳥山 由貴子 準会員
A0449 1070 54 陶芸 灰釉銀彩縞文大鉢 中島 克童 正会員
A1119 1059 55 陶芸 桜樹紋長壺 中島 惠 一般
A0447 1102 56 陶芸 雪原茜雲花器 中村 裕 準会員
A2372 1100 57 陶芸 百合文花器 新村 陽子 正会員
A2469 1034 58 陶芸 積霜鱗器 根本 峻吾 準会員
A0091 1010 59 陶芸 塩釉条文方壺 橋本 昌彦 正会員
A1311 1050 60 陶芸 彩泥象嵌鉢 羽鳥 惠子 正会員
A1704 1098 61 陶芸 窯変花器 羽石 修二 正会員
A0903 1103 62 陶芸 白椿文擦彩大鉢 林 寧彦 正会員
A0092 A1001 63 陶芸 鉄釉方形鳥文花瓶 重 原 清 正会員
A1128 1030 64 陶芸 色絵金彩市松文大皿 平井 雅子 準会員
A2006 1008 65 陶芸 染付銀彩鉢「春景」 深野 怜 一般
A1448 1119 66 陶芸 布目銀彩陶鉢 福野 道隆 正会員
A2581 1081 67 陶芸 青白磁線刻文水指 帆足 桂 一般
A0627 1016 68 陶芸 草文組鉢 星野 榮一 一般
A2319 1020 69 陶芸 Pink Oval 星野 友幸 正会員
A1700 A1004 70 陶芸 彩陶象嵌鉢「夜の波」 鑑査 保立 剛 正会員
A0945 1019 71 陶芸 練込絣文組皿 保屋野 武 準会員
A0101 A1002 72 陶芸 色絵銀彩花入 特 前田 正博 正会員
A2011 1043 73 陶芸 線文鉢 牧 フキ子 準会員
A2783 1069 74 陶芸 紅白鮮金彩水指「斜陽」 増原 嘉央理 正会員
A0103 1007 75 陶芸 椋灰釉練上壺 松井 康陽 正会員
A2284 1054 76 陶芸 青瓷蓮紋花器」 三上 慶耀 準会員
A0114 1037 77 陶芸 彩泥粒穴よろけ文壺 宮地 陶博 正会員
A2995 1046 78 陶芸 透磁練上鉢「ａｆｔｅｒｉｍａｇｅ」 深山 香里 一般
A0121 A1006 79 陶芸 花文大鉢「椿」 鑑審査 望月 集 正会員
A2515 1056 80 陶芸 白化粧鉄絵花器 本橋 進一 一般
A0122 1115 81 陶芸 彩瓷草文扁壺 森 勝資 正会員
A2934 1087 82 陶芸 練り込み鉢「万華光」 森 寿光 準会員
A2373 1117 83 陶芸 金魚文鉢 安田 直子 正会員
A0961 1023 84 陶芸 窯変漣文茶注 横山 重則 正会員
A2905 1040 85 陶芸 染付ブルーベリー文鉢 若尾 魁山 一般
A1849 1028 86 陶芸 彩色器 奨励賞 輪笠 伸好 正会員
A1530 1093 87 陶芸 色絵積奏彩幾何文鉢 渡邉 国夫 正会員
A2075 2047 88 染織 江戸小紋着尺「櫛と簪」 藍田 愛郎 正会員
A2895 2026 89 染織 型染着尺「変わり三筋横段」 浅野 榮一 準会員
A3039 2002 90 染織 友禅名古屋帯「白春夢」 粟田 奈央巳 一般
A0467 A2001 91 染織 友禅訪問着「花信風」 鑑査 生駒 暉夫 正会員
A3062 2028 92 染織 友禅名古屋帯「麦酒」 伊藤 中 一般
A0135 2042 93 染織 組紐「新」 伊藤 裕子 正会員
A0468 2014 94 染織 名古屋帯「石庭」 稲木 久 正会員
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A3021 2037 95 染織 友禅訪問着「水面」 猪野 由美子 一般
A2268 2043 96 染織 型絵染帯「臭木咲く」 遠藤 あけみ 正会員
A2403 2038 97 染織 木綿絣着尺「福」 大熊 眞智子 研究会員
A1488 2035 98 染織 絣帯「小夜時雨」 大髙 美由紀 正会員
A2480 2020 99 染織 友禅着物「光の波」 尾﨑 久乃 準会員
A2209 2029 100 染織 寿小千谷縮着尺「夏夜の帳・瀧」 小田島 克明 準会員
A2928 2015 101 染織 紬織着物「ゆく河の流れ」 神谷 雅子 研究会員
A2708 2016 102 染織 花織帯「ルミナリエ」 楠 光代 正会員
A0146 A2002 103 染織 江戸小紋着尺「市松」 重 小宮 康正 正会員
A2544 2017 104 染織 江戸小紋着尺「林」 小宮 康義 正会員
A0656 A2004 105 染織 保田織着物「朝霧」 鑑査 近藤 好江 正会員
A0148 2048 106 染織 型絵染帯「野ぶどう文」 斎藤 孝子 正会員
A0149 2008 107 染織 友禅訪問着「花簾」 日本工芸会東日本支部長賞 坂井 教人 正会員
A2993 2021 108 染織 浮織帯「春霞」 佐竹 孝子 一般
A2479 2009 109 染織 臈纈訪問着「結晶」 佐藤 泰子 研究会員
A2324 2046 110 染織 おぼろ型染着物「光のシンフォニー」 篠原 優子 正会員
A2097 2034 111 染織 友禅名古屋帯「静かな日」 菅原 髙幸 正会員
A2616 2032 112 染織 紬織着物「翠陽」 鈴木 ゆき子 準会員
A3054 2012 113 染織 友禅訪問着「橡」 髙田 豊 一般
A0157 2033 114 染織 友禅染帯「露地」 正会員
A2988 2003 115 染織 刺繡名古屋帯「暁莫」 髙𣘺 由理 研究会員
A2875 2011 116 染織 紬織訪問着「南部黒文字の奏」 高𣘺 怜子 一般
A2401 2018 117 染織 刺繡名古屋帯「行合の空」 竹内 功 準会員
A2583 2004 118 染織 草木染道屯織着物「春の訪れ」 田所 智江 研究会員
A1974 2005 119 染織 紬織着物「舞花」 田中 由美子 研究会員
A0491 2019 120 染織 型絵染着物「卯月」 田中 順子 正会員
A3049 2013 121 染織 草木染浮織帯「紅玻璃を重ねて」 鐵屋 園子 一般
A0161 2050 122 染織 友禅訪問着「しぶき」 中澤 英髙 正会員
A2791 2041 123 染織 組紐　四段綾竹組「山桜」 中村 航太 準会員
A1009 2036 124 染織 紬一楽織着物「白い朝」 MOA美術館賞 西橋 はる美 準会員
A1578 2030 125 染織 友禅名古屋帯「凛冽」 西森 彩晴 一般
A3048 2007 126 染織 藍型染着物「夫婦雀」 野口 晴美 一般
A2687 2045 127 染織 越後上布着尺「絣の妙」 林 秀和 準会員
A2690 2001 128 染織 帯締唐組白菊「絆」 平田 竹峯 準会員
A0166 A2003 129 染織 吉野織帯「寒声」 鑑審査 平山 八重子 正会員
A2697 2039 130 染織 江戸小紋着尺　井桁格子 奨励賞 廣瀬 雄一 準会員
A2121 2044 131 染織 草木染佐賀錦能面袋「江口」 正会員
A0175 A2005 132 染織 長板中形綿絽着尺「小菊文」 鑑審査 松原 伸生 正会員
A3003 2049 133 染織 秋田八丈着尺「春を待つ」 三浦 眞理子 研究会員
A1829 2040 134 染織 友禅名古屋帯「金風」 水橋 さおり 準会員
A0502 2024 135 染織 双紬織着尺「紅のハーモニー」 山岸 幸一 正会員
A2735 2025 136 染織 真綿御召男物着尺「静穏」 山岸 大典 準会員
A2659 2023 137 染織 蒅藍染浮織着尺「星座」 山岸 久子 準会員
A2640 2027 138 染織 生絹道屯織着物「野遊」 吉岡 政江 正会員
A2686 3025 139 漆芸 乾漆螺鈿飾箱「縞」 井上 俊介 一般
A0189 3007 140 漆芸 乾漆輪花干菓子盆 岡村 康子 正会員
A2027 3030 141 漆芸 乾漆箱「果」 奥井 美奈 正会員
A0985 3021 142 漆芸 乾漆盛器「翔」 奥窪 聖美 正会員
A0190 3033 143 漆芸 蒔絵唐草文香合 小椋 範彦 正会員
A0721 3022 144 漆芸 蒔絵螺鈿中次「ふうせんかずら」 小野 偕子 正会員
A2752 3011 145 漆芸 籃胎蒟醬箱「黄落」 神垣 夏子 正会員
A2342 3032 146 漆芸 葡萄紋紗唐塗片身替小箱 木村 正人 一般
A0198 3013 147 漆芸 乾漆蒔絵宝石箱「川瀬」 工藤 隆志 正会員
A1574 3018 148 漆芸 変塗蒔絵螺鈿箱「ミヤマリンドウ」 熊谷 晃 正会員
A0990 3031 149 漆芸 乾漆鉢 小山 光秀 正会員
A2552 3001 150 漆芸 沈金箱「石榴」 金 千鶴 準会員
A0508 3023 151 漆芸 金彩丸高坏 佐藤 達夫 正会員
A3057 3003 152 漆芸 乾漆輪花盤 神 郁江 一般
A2445 3020 153 漆芸 乾漆蒟醬箱「とくん」 東京都知事賞 鈴木 元子 準会員
A0201 A3001 154 漆芸 蒔絵漆箱「雪の果」 鑑査 須藤 靖典 正会員
A1234 3029 155 漆芸 曲輪造蓋物「万華鏡」 髙橋 玲子 正会員
A0204 A3002 156 漆芸 螺鈿蒔絵香合「青の滴」 特 田口 義明 正会員
A2264 3004 157 漆芸 乾漆鉄錆塗盤 築地 久弥 正会員
A2699 3026 158 漆芸 蒔絵四方盆「月下の庭」 土屋 幸夫 一般
A2984 3027 159 漆芸 乾漆小匣「薄明」 伴野 崇 準会員
A0994 3028 160 漆芸 乾漆螺鈿蒔絵小筥「小春日和」 豊平 江都 正会員
A0208 A3005 161 漆芸 沈金銘々皿「水辺」 鑑審査 鳥毛 清 正会員
A2265 3005 162 漆芸 螺鈿漆箱「カメレオン」 中條 伊穗理 正会員
A2374 3012 163 漆芸 乾漆蒔絵飾箱「季節の移ろい」 中村 悦子 一般
A0212 3008 164 漆芸 乾漆切絵盆「雛菊」 根本 曠子 正会員
A0214 3017 165 漆芸 蒟醬香合「明月」 藤田 正堂 正会員
A1573 3016 166 漆芸 乾漆紫陽花飾箱 本田 素子 準会員
A0217 A3008 167 漆芸 乾漆葉盤「おだまき」 重 増村 紀一郎 正会員
A0219 A3006 168 漆芸 螺鈿蒔絵椀 鑑査 松田 典男 正会員
A0220 A3004 169 漆芸 彫漆八角合子「蒼」 鑑審査 松本 達弥 正会員
A0221 3009 170 漆芸 乾漆蒟醬箱「綺」 松本 法子 正会員
A3060 3010 171 漆芸 乾漆螺鈿合子「游々」 奨励賞 松本 真奈 一般
A0215 3006 172 漆芸 紋紗塗桔梗文盛器 松山 継道 正会員
A0224 3019 173 漆芸 彩切貝小箱「雪のあした」 三好 かがり 正会員
A0225 A3007 174 漆芸 末金鏤香合「吉祥」 重 室瀬 和美 正会員
A3059 3024 175 漆芸 螺鈿蒔絵箱「チューリップ」 劉 幸運 一般
A0227 4024 176 金工 みゝづく 金具 浅井 盛征 正会員
A0229 A4004 177 金工 あやおりがね茶器「響」 鑑査 家出 隆浩 正会員
A0230 A4005 178 金工 銀製七宝文総透彫蓋置 特 井尾 建二 正会員
A3052 4006 179 金工 杢目銅接合せ花器 石山 敦子 一般
A3004 4014 180 金工 象嵌蝶文鉄香合 市川 隆 一般
A0233 4002 181 金工 布目象嵌サボテンの華鐡錺箱 市川 正美 正会員
A3055 4026 182 金工 鍛銅波紋槌目水指 内田 邦明 一般
A2174 4029 183 金工 銅金彩打出湯沸 海野 雲雄 正会員
A0236 4031 184 金工 姥口釜「林檎・蜂」 江田 蕙 正会員
A2775 4028 185 金工 巴合わせ糸目釜 川徳賞 江田 朋 一般
A0239 A4006 186 金工 鍛黒銅建水「夕照」 重 大角 幸枝 正会員
A0240 4030 187 金工 赤銅象嵌削り彫り合子 大槻 昌子 正会員
A0241 4008 188 金工 切嵌花器 大沼 千尋 正会員
A1003 4022 189 金工 竜胆 ブローチ 岡原 有子 正会員
A0242 A4008 190 金工 朧銀地匣「銀華」 鑑審査 奥村 公規 正会員



A0517 4005 191 金工 撹袢文匣「萌芽」 押山 元子 正会員
A0245 4035 192 金工 布目象嵌銀朧銀接合せ水滴 鹿島 和生 正会員
A2100 4007 193 金工 すずめ 金具 加藤 恵子 研究会員
A2762 4025 194 金工 象嵌銅飾箱「金銀の朱鷺」 川合 里奈 一般
A3061 4011 195 金工 薄板口耳打出し銀瓶 韓 宇 一般
A0251 A4007 196 金工 蝋型青銅吹込硝子花器 鑑審査 北村 眞一 正会員
A2839 4001 197 金工 象嵌赤銅香合「牡牛座」 佐藤 奈々美 準会員
A2157 4016 198 金工 鋳紫銅花器「であいの季」 佐藤 光男 正会員
A1223 4012 199 金工 銀線香器「杜の詩」 進藤 春雄 正会員
A0263 4013 200 金工 筒釜「木立」 鈴木 盛久 正会員
A3053 4017 201 金工 どんぐり 金具 高橋 由希子 一般
A1470 A4002 202 金工 柏餅 金具 鑑査 竹之内 恵美子 正会員
A1911 4021 203 金工 夕顔 帯留金具 竹花 万貴 正会員
A1995 4027 204 金工 木目金花瓶 玉川 達士 正会員
A0269 A4003 205 金工 木目金花瓶 重 玉川 宣夫 正会員
A2098 4034 206 金工 富士乃釜 長野 新 正会員
A1983 4023 207 金工 線刻華文香合 中村 大朋 正会員
A0279 4015 208 金工 南鐐打出水指 萩野 紀子 正会員
A2190 4018 209 金工 金銀銅杢目金花器「季彩」 林 美光 正会員
A0527 A4001 210 金工 朧銀花器「雲間」 鑑審査 広沢 隆則 正会員
A1775 4020 211 金工 四分一布目象嵌香合 藤江 聖公 正会員
A1777 4019 212 金工 打込象嵌合子「潮騒」 細谷 みちる 正会員
A2336 4032 213 金工 金象嵌打ち出し銀器 前田 宏智 正会員
A3011 4004 214 金工 飛蝗 金具 松井 紀明 一般
A2376 4033 215 金工 紫銅花器「響花」 奨励賞 松本 育祥 正会員
A1769 4010 216 金工 赤銅水滴「波」 宮澤 淑子 準会員
A1688 4009 217 金工 ゆり 打出金具 本山 隆史 正会員
A0286 4003 218 金工 鍛黄銅銀彩壺「垣」 山田 藍 正会員
A2217 5021 219 木竹工 神代杉彫装箱 五十嵐 誠 正会員
A1753 5004 220 木竹工 千筋組花籃「小径」 磯飛 節子 正会員
A2592 5020 221 木竹工 千筋組花籠「胡蝶」 江花 美咲 正会員
A1884 A5004 222 木竹工 稜折花籃「天衣」 鑑査 大木 淑恵 正会員
A0295 A5003 223 木竹工 平割拭漆手付花籃「芳辰」 重 勝城 蒼鳳 正会員
A0532 5008 224 木竹工 栃拭漆盛器「奏」 木村 作江 正会員
A2312 A5008 225 木竹工 栃拭漆盛器 鑑査 桑山 弥宏 正会員
A0302 5012 226 木竹工 御蔵島桑差蓋短冊箱 島崎 敏宏 正会員
A2914 5007 227 木竹工 楡木画飾箱 朝日新聞社賞 島田 晶夫 準会員
A2896 5001 228 木竹工 花籃「豊穣」 髙木 政美 一般
A0307 A5007 229 木竹工 透編花籠 鑑審査 田中 旭祥 正会員
A2907 5006 230 木竹工 亀甲紋花籃「波響」 谷垣 勇男 研究会員
A1927 5005 231 木竹工 玉井 智昭 正会員
A2188 5010 232 木竹工 水目桜造盛器 蜂谷 友季子 正会員
A2291 5023 233 木竹工 神代杉造格子文様箱 奨励賞 林 哲也 正会員
A1871 5003 234 木竹工 透編花籃「揺籃」 東 次男 正会員
A2131 5019 235 木竹工 栃拭漆盛器 深澤 慎太郎 準会員
A0312 A5002 236 木竹工 彩変化盛器 特 藤塚 松星 正会員
A0313 A5001 237 木竹工 束編花籃「萌氣」 重 藤沼 昇 正会員
A0314 A5005 238 木竹工 花籃「喜重」 特 武関 翠篁 正会員
A2712 5016 239 木竹工 神代﨔矢羽根紋様箱 本間 昇 正会員
A2226 5015 240 木竹工 九葉枡形網代編高盤「白亜」 松本 破風 正会員
A2746 5017 241 木竹工 欅拭漆十六弁皿 丸岡 重信 準会員
A2943 5011 242 木竹工 楓拭漆箱 水野 咲衣花 準会員
A1193 5018 243 木竹工 﨔斜耀紋花器 山本 冨士雄 正会員
A0321 A5006 244 木竹工 栃拭漆八角筆筒 鑑審査 渡辺 晃男 正会員
A2198 6010 245 人形 木芯桐塑布紙貼「ひこうき雲」 相上 和子 研究会員
A0544 A6002 246 人形 木芯桐塑彩色「王子になる刻」 鑑審査 青野 洋 正会員
A1014 6006 247 人形 木彫木目込「まなざし」 荒井 慶子 正会員
A1368 6015 248 人形 木彫木目込「うまい酒」 五十嵐 晴美 準会員
A0545 6005 249 人形 木彫木目込「虹」 井上 春子 正会員
A1736 6016 250 人形 木芯桐塑木目込布貼「秘話」 内田 陽 準会員
A1400 6008 251 人形 木芯桐塑布紙貼「奏でる」 金井 すみ江 一般
A2283 6001 252 人形 木芯桐塑木目込「二人三脚」 河野 ふみ 研究会員
A1017 6021 253 人形 木芯桐塑布貼彩色「星降る夜」 小島 尚子 準会員
A2562 6004 254 人形 木芯桐塑木目込「志士勇姿」 宍戸 孝子 研究会員
A2389 A6001 255 人形 木芯桐塑和紙貼「暖風」 鑑審査 杉浦 美智子 正会員
A1200 6007 256 人形 木彫木目込「マロニエ通り」 竹内 文子 準会員
A1020 6012 257 人形 木彫木目込「夢のあと」 塚山 洋子 正会員
A1507 6022 258 人形 木芯桐塑木目込「秋さそう」 角田 智子 正会員
A0799 6014 259 人形 木彫布紙貼「花どき」 中田 勝子 準会員
A2232 6019 260 人形 木彫木目込「青春」 橋詰 幸江 研究会員
A1376 6020 261 人形 木芯桐塑木目込「鰯雲」 奨励賞 福井 道子 正会員
A1739 A6003 262 人形 木彫彩色「想」 鑑査 松崎 幸一光 正会員
A3043 6003 263 人形 木彫紙貼「たとえ何処にいても僕達は夜空に星を探すだろう」 松本 潤一 一般
A0934 6013 264 人形 木彫布貼彩色「星を摑む」 真鍋 道 正会員
A2976 6002 265 人形 木彫紙貼「啓蟄」 三井 厚子 研究会員
A1022 6011 266 人形 木芯桐塑布紙貼「絵本のとりこ」 山田 輝子 準会員
A0359 A7001 267 諸工芸 翔想硯 鑑審査 雨宮 彌太郎 正会員
A1876 7004 268 諸工芸 有線七宝波文花器「リズム」 粟田 和名 一般
A0567 7024 269 諸工芸 有線七宝飾壺「蔦」 石坂 久美子 正会員
A2694 7030 270 諸工芸 硝子蓋物 日本工芸会賞 和泉 香織 正会員
A2745 7001 271 諸工芸 圓池硯 泉 石心 一般
A1716 7006 272 諸工芸 有線七宝蓋物「なつつばき」 井谷 多賀子 準会員
A0828 7008 273 諸工芸 泥釉七宝壺「翠薫る」 伊藤 明子 正会員
A2700 7034 274 諸工芸 硝子花器「彩りの記憶」 大槻 洋介 正会員
A1023 7028 275 諸工芸 有線七宝花器「春よこい」 岡本 美子 正会員
A1784 7036 276 諸工芸 金赤被クリスタル切子花瓶「ロンド」 小川 郁子 正会員
A1221 A7003 277 諸工芸 鑞付有線七宝蓋物「晶光」 鑑査 勝 文彦 正会員
A2038 7014 278 諸工芸 泥釉七宝花入「緑の詩」 河田 貴保子 正会員
A0377 A7005 279 諸工芸 硝子切子花瓶「銀河」 鑑審査 氣賀澤 雅人 正会員
A0379 A7002 280 諸工芸 有線七宝香合「秋明菊」 特 久保 かよ子 正会員
A2917 7002 281 諸工芸 銀線七宝丸形硯箱「蒼奏」 黒河内 和也 一般
A1226 7017 282 諸工芸 有線七宝蓋物「枝先に青」 後庵野 かおり 準会員
A1845 7037 283 諸工芸 瑪瑙茶碗「ひつじ雲」 奨励賞 河野 すゝむ 正会員
A0375 7038 284 諸工芸 瑪瑙香炉 河野 道一 正会員
A0385 7032 285 諸工芸 グラヴィール鳥文鉢 後閑 博明 正会員
A2685 7033 286 諸工芸 切子花器「Ｏｒｉｅｎｔ」 小林 昂平 一般



A2998 7011 287 諸工芸 有線七宝合子「蓮夏」 小林 由美 研究会員
A2309 7023 288 諸工芸 階調文様硝子鉢「木影」 佐々木 玲子 準会員
A1880 7027 289 諸工芸 有線七宝蓋物「水波」 佐瀬 たか子 準会員
A0388 A7004 290 諸工芸 雨龍の花瓶 特 白幡 明 正会員
A0846 7013 291 諸工芸 七宝花瓶「幻影白糸」 新名 武彦 正会員
A2082 7020 292 諸工芸 有線七宝蓋物「宙」 高木 ゆう子 研究会員
A1536 7015 293 諸工芸 有線七宝香炉「夕霞」 谷脇 信子 研究会員
A2619 7003 294 諸工芸 宙吹「Symphony」 玉川 哲也 準会員
A1902 7018 295 諸工芸 有線七宝蓋物「葉脈」 土平 啞倭子 準会員
A2005 7026 296 諸工芸 墨流文様モザイク硝子八角鉢「夜空」 鍋田 尚男 準会員
A2845 7016 297 諸工芸 有線七宝合子「爽涼」 野呂 美奈子 研究会員
A2891 7019 298 諸工芸 截金実来宝紋「春」 長谷川 智彩 一般
A3012 7012 299 諸工芸 有線七宝香炉「昇華」 浜田 とよ子 一般
A0677 7039 300 諸工芸 泥七宝花入「遥」 平野 滋子 準会員
A0860 7025 301 諸工芸 銀彩琥珀色被花器 降籏 ゆみ 準会員
A0404 7031 302 諸工芸 有線七宝蓋物「波流」 水落 雅子 正会員
A2512 7007 303 諸工芸 有線七宝錆青磁花瓶「木葉の隋菜」 森永 恵子 準会員
A0409 A7006 304 諸工芸 二色被青捲モール双耳花器 鑑査 山口 浩二 正会員
A0410 7035 305 諸工芸 ＧＬＡＳＳ ＢＯＵＬ 山田 輝雄 正会員
A2263 7029 306 諸工芸 硝子菊花鉢 由水 直樹 研究会員
A0416 7022 307 諸工芸 有線七宝つゆ草文筆洗 わた辺 きょうこ 正会員
A0147 遺作1 308 染織 木版染着物「光影」 小山 哲男 功労会員
A0360 遺作2 309 諸工芸 日月硯 雨宮 弥兵衛 正会員


