
作　品　名 住　　所 氏　　名 賞　　名
氷青磁鉢「氷塊Ⅰ」 佐賀県伊万里市 青木　昌勝 日刊工業新聞社賞
彫文壺「せせらぎ」 佐賀県武雄市 赤塚　幸恵 陶業時報社賞
彩宴 佐賀県嬉野市 糸山　信行 入選
白磁青釉刻文鉢 佐賀県西松浦郡有田町 井上　康徳 入選
白磁緑釉千鳥紋鉢 佐賀県西松浦郡有田町 井上祐希 入選
『激流』 佐賀県多久市 植木　薫 入選
萩粉引呉須波線刻文花器 山口県防府市 上田　敦之 入選
彩泥線紋大鉢「風音」 栃木県宇都宮市 宇佐美　成治 ２位　佐賀県知事賞
涼風 長崎県佐世保市 内田　義信 入選
青白磁鉢 佐賀県西松浦郡有田町 圓田　拓男 入選
流憩 佐賀県武雄市 大宅　利秋 入選
彩色長方鉢 佐賀県佐賀市富士町 小川　洋一 朝日新聞社賞
さほど複雑ではない 愛知県名古屋市熱田区 沖　美知子 入選
白磁花瓶 佐賀県西松浦郡有田町 奥川　俊右衛門 入選
彩カラー文鉢 佐賀県西松浦郡有田町 奥川　真以子 入選
均窯壷 佐賀県嬉野市 小野　隆治 入選
箔燦彩鉢　佐賀錦 佐賀県嬉野市 小野　達郎 入選
萩黒彩長方皿 山口県萩市 兼田　知明 入選
青白磁鎬彫壷 長崎県東彼杵郡波佐見町 川添　貞秀　 入選
抜絵桜文皿 福岡県遠賀郡水巻町 木原　恭子 入選
青磁四方継鉢 佐賀県伊万里市 髙麗　茂 入選
海洋創成 佐賀県伊万里市 古賀　純次 入選
ダブルウェッジ焼締炎紋花器 福岡県筑後市 近藤　光男 入選
黒釉泥彩線文鉢 山口県長門市 坂倉　善右衛門 入選
連 福岡県太宰府市 佐藤　孝 入選
赫い影 熊本県熊本市 沢田　一葉 文部科学大臣賞
天目面取壺 佐賀県西松浦郡有田町 澤山　大亮 入選
白磁彫蓋物 福岡県福岡市 鹿谷　敏文 入選
ノアの方舟 佐賀県西松浦郡有田町 嶋田　敏生 入選
紅染八角花器 佐賀県西松浦郡有田町 庄村　健 入選
春がすみ 佐賀県佐賀市 白武　初芳　 入選
裳 佐賀県嬉野市 副島　信幸 サガテレビ賞
釉彩文青白磁花器 佐賀県西松浦郡有田町 髙森　誠司 入選
鉄釉線文花器 佐賀県佐賀市 田久保　健一 入選
象嵌大鉢「晩秋」 長崎県東彼杵郡波佐見町 立井　清人 日本経済新聞社賞
噴水の側で－Ⅹ 佐賀県嬉野市 田中　忍 入選
染付墨ハジキ紫陽花文ー蓋物 佐賀県武雄市 塚本　増夫 入選
Fullmoon　Stool 佐賀県西松浦郡有田町 辻　拓眞 入選
shell 佐賀県西松浦郡有田町 辻　浩喜 入選
碧き月 鹿児島県霧島市 坪山　進　 入選
空寂 佐賀県三養基郡みやき町 寺﨑　康子 入選
白磁「浮雲」 佐賀県西松浦郡有田町 土居　悟 入選
波覆文花器「太古からの波」 宮崎県児湯郡川南町 冨岡　徳昭 入選
抜絵数珠玉文大鉢 福岡県遠賀郡水巻町 直野　由利子 入選
白磁釉象嵌面取花生 佐賀県西松浦郡有田町 中尾　純 入選
白磁鉢「花匂う」 佐賀県西松浦郡有田町 中尾　正三郎 佐賀新聞社賞
和紙染菱文壷 佐賀県西松浦郡有田町 中尾　英純 入選
彩色象嵌鉢 佐賀県西松浦郡有田町 中尾　恭純 入選
線彫深鉢「魚」 長崎県東彼杵郡波佐見町 長野　惠之輔 入選
白磁鉢 佐賀県西松浦郡有田町 中村　清吾 入選
包容 福岡県粕屋郡宇美町 中村　伸子 入選
春の兆し 佐賀県西松浦郡有田町 中村　慎 入選
しおさい 佐賀県嬉野市 成松　亨 入選
雫 佐賀県西松浦郡有田町 西　隆行 入選
萩御本手窯変壷 山口県山口市 西林　美奈子 入選
絞り釉銀彩鉢 佐賀県西松浦郡有田町 西山　宗元 入選
SAKURAMAU 佐賀県西松浦郡有田町 （有）しん窯　橋口　博之 入選
白磁大鉢 佐賀県伊万里市 馬場　光二郎 入選
黒天目秋ぶどう葉脈文（連作） 福岡県福岡市 樋口　源一 入選
春・線紋花器 佐賀県西松浦郡有田町 樋口　憲人 入選
律 長崎県佐世保市 平山　清美 入選
春の息吹き 佐賀県西松浦郡有田町 深川　剛 入選
流氷 佐賀県西松浦郡有田町 藤井　剛 佐賀県商工会議所連合会賞
まえうみー有明の時 佐賀県鹿島市 藤家　博美 佐賀県陶芸協会賞
太陽シリーズ、パート１８　「静かなる太陽」 佐賀県唐津市 藤ノ木　土平 入選
瑠璃釉指圧押印菱文花器 千葉県いずみ市 本多　義光 入選
白萩鎬流紋花器 山口県萩市 松浦　洞心 入選
艶釉深鉢「調」 佐賀県西松浦郡有田町 松尾　勝也 入選
遊波 佐賀県武雄市 松尾　重利 入選
焼〆緋彩壷 佐賀県武雄市 松尾　潤 入選
青白磁花器「炎」 山口県萩市 松尾　藻風 入選



氷雪の華 佐賀県西松浦郡有田町 松尾　博之 入選
湖青釉花器 山口県萩市 松尾　邑華 入選
湖畔に映る朝霧 山口県萩市 松尾　邑華 入選
青白磁花器「波濤」 山口県萩市 松尾  優子 入選
無限 福岡県粕屋郡粕屋町 松永　好昭 入選
櫛目象嵌深鉢 福岡県うきは市 丸田　巧 入選
釉層文深鉢 福岡県うきは市 丸田　巧 読売新聞社賞
MOSAIC -光彩- 東京都東村山市 南方　麻希 入選
粒彩線条紋の器 東京都北区 宮島　正志 入選
切り継ぎ-廻- 福岡県朝倉郡東峰村 森山　寛二郎 西日本新聞社賞
青白磁線文花生 佐賀県西松浦郡有田町 山口　文彦 入選
募想 佐賀県武雄市 山田　富士男 入選
象嵌短冊文花器 長崎県大村市 吉澤　秀幸 ３位　有田町長賞
彩土線象嵌手壷 佐賀県伊万里市 吉富　貞雄 入選
染錦花水木図陶筥 佐賀県伊万里市 吉富　文代 入選
OLTRE 熊本県熊本市 レオナルド・バルトリーニ 熊本放送賞
青白磁鉢 佐賀県武雄市 六平 入選


