
第116回（美術工芸品・オブジェ部門入賞、入選者）

作品名 氏名 住所 賞名

栃木県 彩泥線紋大鉢 宇佐美　成治 栃木県宇都宮市 読売新聞社賞
銀彩塞器　白月 高橋　朋子 千葉県八街市 日刊工業新聞社賞

雪原走馬文五弁鉢 本多　義光 千葉県いずみ市 入選
指押菱文花器（瑠璃瑞光） 本多　義光 千葉県いずみ市 入選

彩泥紙抜蓮環文器 浜渡　富雄 千葉県千葉市 入選
朱黒彩線文長皿 大河内　泰弘 千葉県勝浦市 入選

東京都 遼遥 宮島　正志 東京都北区 入選
神奈川県 縒器 佐藤　典克 神奈川県相模原市 入選

黒地青灰流し文壷 土岐　和幸 岐阜県多治見市 入選
PUPA Jovana Cavorovic 岐阜県多治見市 3位・有田町長賞

愛知県 水底より 加藤　真美 愛知県東海市 入選
三重県 花器弾ける 小牧　昭夫 三重県名張市 入選
滋賀県 濃彩斜陶 山本　昌弘 滋賀県近江八幡市 入選
京都府 柔角 髙田　美智子 京都府京都市 日本経済新聞社賞
兵庫県 群雲刀 井上　武士 兵庫県姫路市 入選
和歌山県 ハナミズキ大鉢 中西　芙美 和歌山県和歌山市 入選
広島県 藍彩器 若狹　祐介 広島県江田島市 朝日新聞社賞

時代 田中　克敏 山口県山口市 入選
彩色化粧波線刻文花器 上田　敦之 山口県防府市 入選

青白磁花器｢波涛｣ 松尾　藻風 山口県萩市 入選
萩御本手窯変壷｢花の舞｣ 西林　美奈子 山口県山口市 入選

水響 松本　哲 福岡県太宰府市 入選
緑釉一珍紋壷 田嶋　芳実 福岡県みやま市 入選

流星群 山口　慎一 福岡県田川市 入選
泥彩綾杉文深鉢 佐藤　宰治 福岡県嘉麻市 入選

伊羅保抜絵数珠玉文皿 直野　由利子 福岡県遠賀郡水巻町 入選
桜抜絵文器 木原　恭子 福岡県遠賀郡水巻町 入選

流昇 嘉村　裕一 福岡県築上郡築上町 入選
秋ぶどう文様鉢（19-2） 樋口　源一 福岡市南区 入選

白磁鉢 藤本　健一朗 福岡県築上郡 入選
化粧土掛け分け鉢 有島　聡浩 福岡県福岡市 入選

鉄釉藁刷毛壺 太田　富隆 福岡県朝倉郡東峰村 入選
草文鉢 小野　加世 福岡県遠賀郡岡垣町 入選

汐 副島　信幸 佐賀県嬉野市 入選
Ｒｉｎ 畑石　修嗣 佐賀県伊万里市 入選

地の章　～Vessel of earth・Ｘ～ 興梠　宜伸 佐賀県武雄市 入選
花盛り 岡部　美智子 佐賀県西松浦郡有田町 入選

雨の向こう側－Ⅱ 田中　忍 佐賀県嬉野市 佐賀県陶芸協会賞
猿の居場所（Ⅰ） 浦郷　正一郎 佐賀県武雄市 入選

№39 久富　博子 佐賀県西松浦郡有田町 入選
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艶釉彩深鉢「創」 松尾　勝也 佐賀県西松浦郡有田町 佐賀新聞社賞
ハミング　バード 中尾　正三郎 佐賀県西松浦郡有田町 入選

忘れた時 吉富　貞雄 佐賀県伊万里市 入選
染錦木蓮図陶筥 吉富　文代 佐賀県伊万里市 入選
連作　バベルの塔 嶋田　敏生 佐賀県西松浦郡有田町 文部科学大臣賞

点描文磁鉢 髙森　誠司 佐賀県西松浦郡有田町 入選
染付放線鉢 成松　亨 佐賀県嬉野市 入選
氷雪の華 松尾　博之 佐賀県西松浦郡有田町 入選
風の息 中村　慎 佐賀県西松浦郡有田町 サガテレビ賞

青白磁釉内彩鉢 赤塚　幸恵 佐賀県武雄市 入選
練上焼締　黒花紋大鉢 草場　勇次 佐賀県西松浦郡有田町 入選

卵白釉瓷花器 庄村　健 佐賀県西松浦郡有田町 入選
彩線文鉢『めばえ』 花田　和彦 佐賀県西松浦郡有田町 入選

氷青磁鉢 青木　昌勝 佐賀県伊万里市 佐賀県商工会議所連合会賞

白磁緑釉彫文　鉢 井上　康徳 佐賀県西松浦郡有田町 入選
清明-2019- 浦郷　壮 佐賀県武雄市 入選

春陽 大宅　利秋 佐賀県武雄市 入選
白磁彫文鉢 大林　吉幸 佐賀県伊万里市 入選
墨鉄仙鉢 大林　吉幸 佐賀県伊万里市 入選
鉄染紋壺 中村　美穂 佐賀県西松浦郡有田町 入選
白磁鉢 中村　清吾 佐賀県西松浦郡有田町 入選
『流氷』 植木　薫 佐賀県多久市 2位・佐賀県知事賞

Maron Fleur　Ⅱ 奥川　真以子 佐賀県西松浦郡有田町 入選
白磁斜線文壷 山口　幹彦 佐賀県西松浦郡有田町 入選

聖堂のための習作 辻　拓眞 佐賀県西松浦郡有田町 入選
遥か 辻　聡彦 佐賀県西松浦郡有田町 陶業時報社賞

青白磁縁錆び鉢 六平 佐賀県武雄市 入選
西海の謡 吉澤　秀幸 長崎県大村市 入選

白磁捻面鉢 福田　良一 長崎県東彼杵郡波佐見町 入選
凌霄葛文面取壷 田渕　哲朗 長崎県佐世保市 入選

山景 立井　清人 長崎県東彼杵郡波佐見町 入選
春の息吹・彩鉢 松尾　喬 長崎県佐世保市 西日本新聞社賞

屹立 北島　直美 長崎県長崎市 入選
青白磁鎬彫深鉢 川添　貞秀 長崎県東彼杵郡 熊本放送賞

月のかけら 沢田　一葉 熊本市中央区 入選
Quieto レオナルド・バルトリーニ 熊本市中央区 入選

白藍釉波文壷 宇土　秀一郎 熊本県上益城郡益城町 入選
大分県 色絵麦文花器 渡辺　尚義 大分県国東市 入選
宮崎県 Erosion/Regret 古川　博文 宮崎県西臼杵郡日之影町 入選
鹿児島県 立ちあがる鳥 坪山　進 鹿児島県霧島市 入選
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沖縄県 山際 鈴木　まこと 沖縄県那覇市 入選
大韓民国 花盛（花を盛る） 金 秉 度 大韓民国　金海市 入選
台湾 被遺棄的重生化石 Rebirth from the fossil specimens- The Abandoned 王裔婷（Wang Christhine Yiting） 台湾　新北市 陶都有田国際交流協会賞


