
第１２回現代茶陶展 入選者一覧

氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

山本 真郎 50神奈川県南足柄市練込茶碗入選
やまもと しんろう ねりこみちゃわん

5

戸田　兼人 47岡山県備前市窯変十草水指
とだ　かねひと ようへんとくさみずさし

10

岡本　達弥 43岡山県倉敷市銀彩流文茶器
おかもと　たつや ぎんさいりゅうもんちゃき

18

アーグネス・フス若林 57長野県千曲市笹の葉茶碗
あーぐねす・ふすわかばやし ささのはちゃわん

24

宮島　正志 65東京都北区茶盌
みやじま　まさし ちゃわん

25

仲岡　信人 41兵庫県篠山市彩色灰釉香炉
なかおか　のぶひと さいしきかいゆうこうろ

34

樋口　雅之 52岐阜県多治見市志野茶碗
ひぐち　まさゆき しのちゃわん

35

加藤　丈尋 51京都府京都市山科区水指　緋雨
かとう　たけひろ　　 みずさし　ひさめ

50

羽鳥　惠子 66神奈川県横浜市金沢区彩泥象嵌茶碗
はとり　けいこ さいでいぞうがんちゃわん

51



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

松永　真哉 54熊本県玉名郡南関町志野胴紐茶碗入選
まつなが　しんや しのどうひもぢゃわん

84

平岡　朋美 46香川県高松市形見の盌
ひらおか　ともみ かたみのわん

85

石井　和洋 41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

88

山本　二郎 67京都府宇治市掛分釉幾何学彩茶盌　
やまもと　じろう かけわけゆきかがくさいちゃわん　

89

明石　大 50埼玉県久喜市白黒茶碗
あかし　ひろき しろくろちゃわん

92

若狹　祐介 41広島県江田島市藍彩　水指
わかさ　ゆうすけ らんさい　みずさし

93

松永　慶 50埼玉県鴻巣市削ぎ目茶盌
まつなが　けい そぎめちゃわん

98

森　工人 47三重県桑名市銀彩黒茶盌
もり　のりと ぎんさいくろちゃわん

99

中田　雅巳 41石川県能美郡川北町SEN
なかだ　まさる せん

100

根本　峻吾 32茨城県笠間市霜鱗水指　「廻」
ねもと　しゅんご そうりんみずさし　かい

109



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

德田　八十吉 57石川県小松市彩釉水指・昇龍入選
とくだ　やそきち さいゆうみずさし　しょうりゅう

111

山中　辰次 67奈良県天理市青瓷白暈し四角鉢
やまなか　たつじ せいじしろぼかししかくばち

135

和気　生味 56愛媛県伊予郡松前町海へき呉須丸皿
わけ　いくみ かいへきごすまるざら

137

那須川　重廣 65岩手県奥州市リーフ
なすかわ　しげひろ りーふ

141

内田　和秀 45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

150

浜渡　富雄 64千葉県千葉市花見川区彩泥椿文茶碗
はまわたり　とみお さいでいつばきもんちゃわん

153

米田　和 69石川県能美市彩釉菓子器「水ノ星ノカケラ」
よねだ　かず さいゆうかしき　みずのほしのかけら

167

木本　朋秀 45京都府城陽市波紋振出
きもと　ともひで はもんふりだし

168

稲留　清彩 71広島県三原市萌生
いなとめ　せいさい ほうせい

170

藤井　哲夫 71愛知県豊橋市朱四方水指
ふじい　てつお しゅしほうみずさし

171



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

高島　聡平 28岡山県備前市備前　盌入選
たかしま　そうへい びぜん　わん

177

南　絢子 34石川県能美市茶碗「雪衾」
みなみ　あやこ ちゃわんゆきふすま

179

藤本　路加 46広島県福山市練込　組皿
ふじもと　ろか ねりこみ　くみざら

180

北川　智浩 51北海道江別市白磁水氷文水指
きたがわ　ともひろ はくじすいひょうもんみずさし

183

かいら　あけみ 51東京都杉並区ｆｅｅｌｉｎｇ　ｇｒａｙ
かいら　あけみ ふぃーりんぐ　ぐれー

188

富田　万葉 41兵庫県加古川市織部変形向付
とみた　まんよう おりべへんけいむこうづけ

191

東　香織 46茨城県笠間市水指　かい
あずま　かおり みずさし　かい

193

今泉　毅 40埼玉県日高市窯変天目茶碗
いまいずみ　たけし ようへんてんもくちゃわん

194

高橋　奈己 45東京都練馬区実
たかはし　なみ み

197

丹羽　シゲユキ 40北海道札幌市白石区白磁削手蓋置「華冠」
たんば　しげゆき はくじけずりてふたおき　かかん

204



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

尾形　香三夫 69北海道岩見沢市練上鎬水指入選
おがた　かみお ねりあげしのぎみずさし

207

橋詰　正英 59東京都青梅市流彩幾何文水指
はしづめ　まさひで りゅうさいきかもんみずさし

210

美和　隆治 88岐阜県土岐市瀬戸黒茶盌
みわ　りゅうじ せとぐろちゃわん

218

竹下　努 32岐阜県土岐市白磁藍流し茶碗
たけした　つとむ はくじあいながしちゃわん

220

加藤　尊也 58岐阜県多治見市志野茶盌
かとう　たかや しのちゃわん

221

荻原　恒夫 69長野県須坂市粉引茶碗
おぎはら　つねお こひきちゃわん

225

安田　周司 52岐阜県瑞浪市刷毛目茶碗
やすだ　しゅうじ はけめちゃわん

232

浜田　敦士 33岐阜県土岐市引出黒茶盌
はまだ　あつし ひきだしぐろちゃわん

236

林　友加 47岐阜県土岐市鬼志野茶埦
はやし　ゆか おにしのちゃわん

241

大道　宏美 44岐阜県土岐市雨音
だいどう　ひろみ あまおと

258



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

平形　牧男 64長野県長野市緑釉削ぎめ茶碗入選
ひらかた　まきお りょくゆうそぎめちゃわん

260

若尾　圭介 49岐阜県多治見市青灰釉水指
わかお　けいすけ せいかいゆうみずさし

264

足立　喜子 53岐阜県各務原市紋様
あだち　よしこ もんよう

267

谷口　治 54愛知県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

273

田中　豊 42愛知県常滑市泥翔輪彩文茶入
たなか　ゆたか でいしょうりんさいもんちゃいれ

275

金子　充義 75愛知県常滑市灰釉茶碗
かねこ　みつよし はいゆちゃわん

277

安藤　千都勢 59岐阜県土岐市光脈樹
あんどう　ちとせ こうみゃくじゅ

290

河端　彩谷 53岐阜県瑞浪市米色瓷方壺
かわばた　せいや べいしょくじほうこ

293

冨川　秋子 41神奈川県鎌倉市水指　「氷の海」
とみかわ　あきこ みずさし　こおりのうみ

294

大谷　昌拡 49愛知県名古屋市昭和区白磁水指
おおたに　まさひろ はくじみずさし

307



氏名 年齢住所作品名賞名 NO.

武　二香 26愛知県瀬戸市アザミ文茶碗入選
たけ　にこ あざみもんちゃわん

309


