
産業陶磁器部門

出品数内訳（　　　　）内は前回分

入選・入賞者名簿
神奈川県

作品名 氏名 入賞
波と兎カップ 奈良　圭

愛知県

作品名 氏名 入賞
帽子ヶ丘 豊田　くみこ

兵庫県
作品名 氏名 入賞

飴釉縁飾り組皿 市野　麻由子

佐賀県
作品名 氏名 入賞

副久ＧＯＳＵ　ＧＯＳＵ9寸皿1.0～5.0 副島　久洋 陶業時報社賞
副久ＧＯＳＵ　hana9寸皿1.0～5.0 副島　久洋

日々 三木 悦子（代表）・村上 三和子
輪花椀 田中　睦子 佐賀新聞社賞

アロマセラミック 田中　睦子
黒マット色彩遠景組鉢 原田　吉晴

川辺の石ころ 後藤　真由美
春隣 澤村　花菜

青白磁彫文皿 吉原　優
白熊正角菓子箱「目覚め」「旅立ち」 古川　照幸 熊本放送賞

巣篭もり鳥 醤油差し cacaopottery 古川　香織
馬酔木絵皿 岡部　美智子

羊絵大鉢、とり鉢セット 岡部　美智子
mint. 麻の葉 カップ 金照堂　金子　真次

抗菌 麟 Lin NY+ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ 金照堂　金子　真次
抗菌 麟 Lin NY+ 酒器 金照堂　金子　真次 サガテレビ賞
副千製陶所謹製土瓶 有限会社副千製陶所　副島謙一 佐賀県陶磁器工業協同組合賞
虹いろロングカップ 有限会社副千製陶所　副島謙一

騎龍観世音菩薩 髙澤　晋一
青磁花繋ぎコンポート 大串　真司

黒マット渕金墨絵 絵変わり５寸薄手深皿 福田　雄介（福珠窯） 日刊工業新聞社賞
銀彩染付絵変わり仙茶碗 福田　雄介（福珠窯）

七宝文　酒器セット 花田　和彦
桜絵　組小鉢 花田　和彦
白磁波渕組鉢 長友　薫徳

twins 小森　さくら
掛分け片口組鉢 六平 2位・佐賀県知事賞

彩窓手小筒 辻　拓眞
魚たち 柄﨑　一雄

菊花地文鉢 柄﨑　一雄
楕円平皿「街角」 寺﨑　康子

ダイヤ彫カバードボウル 山本　晃平（やま平窯）
氷青磁掛け分け波紋刻組鉢 青木　昌勝 佐賀県陶磁器商業協同組合賞

2 beer cups, Tsuru Collection Johanna DeMaine
有田焼アクセサリー 楠本　将真
有田焼ガラスペン 楠本　将真

プレート -流れ・陽光-　・　プレート -流れ・月光- 株式会社原重製陶所　原田耕三郎
プレート -陽光-　・　プレート -月光- 株式会社原重製陶所　原田耕三郎

間取り松竹梅デザートプレート 岩永　真祐
浮彫文　浅鉢揃 徳永　弘幸（株式会社徳幸） 西日本新聞社賞

釉下彩すみれの花洋皿 塚本　増夫
マグカップ 髙田　ゆう子

White Tone - Cup & Bowl 兼石　哲也 読売新聞社賞
練上　スープボウルセット「点紋ぶどう」 草場　奈美子 技能賞

Neri_Age Camouflage 「Desert」 草場　瑛人
サラダボール＆ソーサー 大林　吉幸

明治意匠絵　Rhododendron 蓋物 久富　博子
和傘ボウル 菊本　有花

染付地文べんじゃらつなぎ銘々皿 有限会社　しん窯　角　康則
染錦苺文長角皿 橋口　博之　有限会社　しん窯

染付桜散らし輪花組鉢 橋口　博之　有限会社　しん窯
Aurora 株式会社　キハラ　池田　和浩

ドクロ盃feat.陶悦窯 Shin Koyama
眠り子猫 赤絵屋　椿

染付流線組鉢 圓田　拓男 有田焼卸団地協同組合賞
『楽しい』 植木　薫 朝日新聞社賞

項　　目 山 口 県 福 岡 県 佐 賀 県 長 崎 県 熊 本 県 大 分 県 宮 崎 県 鹿児島県 沖 縄 県
その他
国内

海外 合　　計

0 0 49 2 1 0 0 0 0 3 0 55
(2) (2) (67) (6) (1) (0) (0) (1) (0) (6) (4) (89) 
0 0 64 2 1 0 0 0 0 3 0 70

(2) (2) (80) (6) (1) (0) (0) (1) (0) (7) (4) (103) 
0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 18

(0) (0) (16) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (20) 

出品者数

出品点数

入賞点数



泉山陶土による一輪挿し 今村　堅一
二色掛け分け一輪挿し 今村　堅一 佐賀県商工会議所連合会賞

arc 岩永　和久（伯父山） 日本経済新聞社賞
釉彩光描　佳芳 原田　吉泰 経済産業大臣賞

桔梗の皿 原田　泰瑞
White Ori Table Lamp 有限会社　李荘窯業所　寺内　信二

White Decadrage Series 有限会社　李荘窯業所　寺内　信二

Moon cycle plate 寺内　信二 3位・有田町長賞

長崎県
作品名 氏名 入賞

nature・彫　スープ碗皿ペアセット 武村　博昭
日本酒グラス（磁器） 川島　康幸 肥前陶磁器商工協同組合賞

熊本県
作品名 氏名 入賞

トルコブルー影青　牡丹食籠 江藤　裕次郎

招待作品
作品名 氏名 備考

黄釉紫薔薇彫文皿 井上　萬ニ 重要無形文化財「白磁」保持者
色鍋島唐花文珈琲碗 色鍋島今右衛門技術保存会 重要無形文化財保持団体

濁手　菊文　組猪口　（五客揃） 柿右衛門製陶技術保存会 重要無形文化財「柿右衛門（濁手）」保持団体


