
第１４回現代茶陶展 入選者一覧

氏名 住所作品名賞名 NO.

明石　朋実 愛知県名古屋市東区釉はじき染付水指入選
あかし　ともみ ゆうはじきそめつけみずさし

193

朝倉　潔 千葉県八街市椿文水指
あさくら　きよし つばきもんみずさし

46

旭　守男 岐阜県多治見市窯変黒茶盌
あさひ　もりお ようへんくろちゃわん

217

足立　貴隆 神奈川県相模原市緑区錆象嵌　振出
あだち　きよたか さびぞうがん　ふりだし

163

足立　喜子 岐阜県各務原市雲峰
あだち　よしこ うんほう

299

石井　和洋 広島県福山市煌彩二重円形切子紋器
いしい　かずひろ こうさいにじゅうえんけいきりこもんき

77

伊勢崎　陽太郎 岐阜県多治見市窯変面取タタキ茶盌
いせざき　ようたろう ようへんめんとりたたきちゃわん

255

伊藤　雄志 愛知県常滑市練込白茶盌
いとう　ゆうし ねりこみしろちゃわん

26

稲留　清彩 広島県三原市兆し
いなとめ　せいさい きざし

111

井上　昌崇 岡山県倉敷市黒碗
いのうえ　まさたか くろわん

92

内田　和秀 島根県松江市縹繧幾何文水指
うちだ　かずひで ひょううんきかもんみずさし

132

圓田　拓男 佐賀県西松浦郡染付流線組鉢
えんだ　たくお そめつけりゅうせんくみばち

54



氏名 住所作品名賞名 NO.

大谷　哲郎 愛知県豊田市鎬花入入選
おおたに　てつろう しのぎはないれ

236

大野　淳一 岐阜県多治見市染付六角蓋物菓子器
おおの　じゅんいち そめつけろっかくふたものかしき

254

大原　功樹 埼玉県秩父市水指　ｆｌｏｗ
おおはら　こうき みずさし　ふろー

187

小野　美知代 茨城県牛久市萩大井戸茶碗
おの　みちよ はぎおおいどちゃわん

5

加藤　一郎 埼玉県狭山市金彩細線紋花器
かとう　いちろう きんさいさいせんもんかき

207

加藤　摑也 岐阜県多治見市織部黒
かとう　くにや おりべぐろ

268

加藤　満 岐阜県多治見市草花文茶盌
かとう　みつる そうかもんちゃわん

263

河端　彩谷 岐阜県瑞浪市青瓷花入
かわばた　せいや せいじはないれ

277

北川　不三男 愛知県東海市布目萌葱水指
きたがわ　ふみお ぬのめもえぎみずさし

123

栗原　敬子 東京都練馬区NORDEN　79°
くりはら　けいこ のーでん　　　ど

171

小関　千津子 東京都三鷹市宙
こせき　ちづこ そら

199

小山　恵美 東京都台東区紅彩釉練込角花入
こやま　えみ こうさいゆうねりこみかくはないれ

80

佐野　久 山梨県南巨摩郡南部町長石釉茶碗
さの　ひさし ちょうせきゆうちゃわん

97



氏名 住所作品名賞名 NO.

瀬津　純司 京都府京都市彩墨流茶盌入選
せつ　じゅんじ いろすみながしちゃわん

127

十河　隆史 岡山県玉野市泥彩水指
そごう　たかし でいさいみずさし

49

髙木　寛子 東京都あきる野市白釉掛分茶器
たかぎ　ひろこ はくゆうかけわけちゃき

180

高島　聡平 岡山県備前市引出　盌
たかしま　そうへい ひきだし　わん

189

谷口　治 名古屋市北区瀬戸黒茶盌
たにぐち　おさむ せとぐろちゃわん

242

田原　崇雄 山口県長門市流白釉水指
たはら　たかお りゅうはくゆうみずさし

182

張　浦華 北海道札幌市南区箱庭
ちゃん　うらか はこにわ

76

土平　栄一 愛知県常滑市茶器「悠」
つちひら　えいいち ちゃき　はるか

107

戸田　兼人 岡山県備前市備前窯変水指
とだ　かねひと びぜんようへんみずさし

71

冨川　秋子 神奈川県鎌倉市茶碗「常夏」
とみかわ　あきこ ちゃわん　とこなつ

148

永草　陽平 愛知県春日井市流彩磁茶盌
ながくさ　ようへい りゅうさいじちゃわん

292

中村　裕 北海道札幌市南区樹林文水指
なかむら　ひろし じゅりんもんみずさし

19

西平　秀生 愛知県瀬戸市黄瀬戸茶碗
にしひら　ひでお きぜとちゃわん

208



氏名 住所作品名賞名 NO.

橋本　大輔 滋賀県大津市鉄釉窯変茶盌入選
はしもと　だいすけ てつゆうようへんちゃわん

197

橋本　よしこ 滋賀県大津市染付茶碗
はしもと　よしこ そめつけちゃわん

198

服部　百合子 兵庫県神戸市西区泥彩文花器
はっとり　ゆりこ でいさいもんかき

186

羽鳥　惠子 神奈川県横浜市金沢区彩泥象嵌水指
はとり　けいこ さいでいぞうがんみずさし

55

浜田　敦士 岐阜県土岐市星
はまだ　あつし ほし

297

浜渡　富雄 千葉県千葉市花見川区縄め文茶碗
はまわたり　とみお なわめもんちゃわん

118

樋口　雅之 岐阜県多治見市鼡志野茶入
ひぐち　まさゆき ねずみしのちゃいれ

262

帆足　桂 東京都渋谷区Torso－ｒｉｎｇ
ほあし　けい とるそーりんぐ

90

星野　榮一 千葉県君津市釉彩茶碗
ほしの　えいいち ゆさいちゃわん

84

星野　友幸 東京都国分寺市水指　ピンクグレージュ
ほしの　ともゆき みずさし　ぴんくぐれーじゅ

86

細川　令子 岐阜県土岐市青白磁花入　たまみみ
ほそかわ　れいこ せいはくじはないれ

225

堀江　政臣 岡山県備前市備前茶盌
ほりえ　まさおみ びぜんちゃわん

73

槇原　太郎 広島県安芸郡府中町フリダシ
まきはら　たろう ふりだし

160



氏名 住所作品名賞名 NO.

宮島　正志 東京都北区紅黒彩の器入選
みやじま　まさし こうこくさいのき

24

宮村　義宣 東京都青梅市呉須三彩草文茶碗
みやむら　よしのり ごすさんさいそうもんちゃわん

200

森田　文雄 埼玉県加須氏流文茶盌
もりた　ふみお りゅうもんちゃわん

101

安田　周司 岐阜県瑞浪市からびるのさら
やすだ　しゅうじ

288

山根　悠介 神奈川県鎌倉市蝶　碗
やまね　ゆうすけ ちょう　わん

11

山本　二郎 京都府宇治市灰釉幾何学茶盌
やまもと　じろう はいゆきかがくちゃわん

125

勇木　史記 島根県隠岐郡海士町隠岐掛分茶盌
ゆうき　ふみのり おきかけわけちゃわん

60

若狹　祐介 広島県江田島市藍彩茶碗
わかさ　ゆうすけ らんさいちゃわん

30

渡邉　泰成 千葉県柏市ｌａｙｅｒ　bowl　＃0
わたなべ　たいせい れいあー　ぼうる　

191


